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★例會。研究會★
厂毎週水曜19時より

.亠・く年中無休•命費不要)

Ĥ時2)分よリ2;時迄……輪溝 

川書:《ザメンフホ讀本》

2!時より............. 茶話會

輪講中細密な語法の講義、茶話會には唱 

歌の練習ありヽ每囘出席者多數、愉快な命 

合で非常に爲めになります。出席歡迎。

會 話 科

★常設講習
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I. C・K•のラヂオ及新聞雜誌兩Komisionoに就いて

Internacia Centra Komitato の內容 

が整備するにつれて、恰も其を實證する 

が如く "れたのが此の兩Komisionoで 

ある〇兩方共天降的でなく成立までに相 

當の實績を擧げて來た人々の協働が認め 

られ權威を與へられ、財政的にICKの 

支持を得たものである。然し乍ら團際的 

により密度ある能率的な協力の必耍は年 

を追ふて强く、玆に敢て諸君の注意を煩 

はす次第である。

Internacia Radio ・ Komisiono .

旣にEsp・Radio・programo編纂各・ 

と して不斷の努力を紹けて來た獨逸 

TAibben の Johannes Juntrfer 氏を 

prezidanto とする同 Komisiono はド 

イツ・デンマーク•イギリス・チェック 

スロヴァック等に仃力な協力者を得て年 

年僅か200fr.sv.を上下するICKの補 

助金に比し賓に見事な成績を收めてゐる 

卽ち

1. 侮年Kongresoに於ける前年まで 

の Radio -Statistiko 發表 （夫々 

Kongresa Protokoloに納められて 

ゐる〇）

2. 亦週Esp.に關係あるRadio・ 

programoの編輯と發表（Heroldo 
等に揭載あり。）

3・Esp.放送に貢獻ある局に對する機 

立に應じたる感謝狀激勵文等の 

amassendo

4. Esp.放送に必要な經驗知識等の 

交換

K R-ano進B靜太郞

等で局に於ける昨年來の成絃にも與 

って力があった〇 特にOficiala Doku

mentaro Espista の Protokolo に納め 

られ仁統計表は各國順局別ゝ放送種目別 

（］.pri Esp,講演、2. en Esp.講演、 

3・番組放送、4.講習、に分つ）の詳細な 

計數を集めゝ丿攻送局當事者に對して威九 

と魅力とを多分に兼備してめる。Esp- 

istoたるもの此寳」ミを抱きながら利用せ 

ぬならばうそである。

思ふに此成功の裏には現在のRadio 

telefonio界の矛盾が與って力がある樣 

である。卽ち技術上當然或境を超越し得 

るものであるにも拘らず、實際は各阈間 

の嫉妬偏見、更に見苦しい同國內有力局 

削留者間の撫益有害な對抗意識等によっ 

て國際間の協調は勿論、國內の統一ある 

事業すら滿足に行はれない爲である。卽 

ち寡兵ではあるがEsp• istaro中の同好. 

者が乘す・べき好機である所段、況んや 

Esp.そのものがRadioに冇する數多の 

利點あるに於てをやである。

Internacia Gazetara Komisiono

フランスNiceのGeorges Avril氏 

を prezidanto とする同 Komisiono は 

漸く 一咋年Oxfordの人會に於て創設せ 

られたるに過ぎず、從って業績の見るべ 

きものも無いが、去る六丿J 1—0付の 

Avri!氏よりの來翰によれば、現在主と 

する任務は

a）各國の新閱雜誌をEsp.に對して 

favoraとne-favora の二人分 し仁
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Neologismo en Jap. Lingvo
（新語二.三トSperanto）

Dum legado ni ofte renkontas novajn vortojn en jen ĵurnaloj, jen libroj. 

Tio estas komprenebla fenomeno. Por intereso ni serĉos kelke da ili kiuj 

estas prenitaj el aliaj lingvoj kaj kiuj eble rilatas al Esp. vortoformo, ĉar 

ni neniam povas nin teni fremdaj al novaj vortoj enkondukitaj en lingvon 

japanan.
シンパサイ ザ simpatianto, simpatiinto, simpationto

Kun koro pionira mortinta Sinjoro 足助素一，mastro de Sobunkaku- 

Librejo, prenis sur sin la eldonon de bone konataj 模範 Esp.獨習 kaj 愛ノ 人 

Zani., kiuj tiani atendis la preson. Kaj afable li tute donis al nia J. E. I.la 

eldonrajton de la dua libro kun ĝiaj papermuldiloj. Li bone helpis Esp- 

movadon. Simpatianto estis li en la vera senco de la vorto.
デ モ demonstra cio
ピ ケ pikedo, pikedostaranto
デ マ demagogio

Tri mallongigitaj asimi!让aj vortoj. Tio interese montrus japanlingvan 

karakteron. Demagogo estas tiu kiu faras demagogion. Cu pri Esp. ne 

faris demagogion Kutjura kaj de Bofron, kiu havas nomon aristokratan, kiuj 

ambaŭ estis reformintoj de Esp., proponinte la sian ?
ブロ ック bloko, parcelo, grupo

Konservas Esp. nur primitivan sencon de la vorto " bloko '； kiu estas 
granda kaj peza peco de ligno, ŝtono k. a.

7*p パガング propagando

統計を完成する事。(毎年五月集計)

b) 各國の ĵurnalsto にして Esp-isto 

たる汗の姓名を集め連絡をとる事、

ち

A.直接各 Komisiono の prezidanto 
と上記の口的に從って連絡協働する

c) Esp.に關する巫要な記事のE^p. 

譯、

dĴ重大Esp,記事の交換

でRadioの力ĥ屁様Bultenoを出して 

わる〇 • - Tこ:;"ま勺.'

雙方の Kom:siono 共其の prezidanto 

の最近の手紙によれば我國よりの協力は 

他に比して充分とは言い難いので、誌匕

かヽ

B.上記の目的に添ふ樣な材料を本誌 

原稿としてヽ或ひは小生宛直送下さ 

らばその材料供給者のお名前で小生

がまとめて轉送するか .

二つの方法を採り度いと思ひます。尙A
の場介も直接協働の旨を小生まで御ー報

下さらぱ依 Iを受けた小生として誠に好

に有志の奮起を切望する次第である。卽 都合と存じます
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Propagando! Propagando! 〇仕e uz让a vorto de fervoraj pioniroj Esp- 

istaj per lango flama kaj mano ŝtala. Eŭropanoj kaj usonanoj malŝatas ne 

nur la vorton u propagando,sed ankaŭ "reklamo'' kaj uzas por ili la 

vorton kiu signifas upublikigo," ĉar ili komprenas sub "propagando'' ion 

trompistan. Malfeliĉe al tiu vorto estis tradicie akompanata subsenco 

"trompo• Tion ĉi atestus la historio de varekonomio. Tamen kondiĉo 

estas tute alia en Esp. afero. Ni, Esp-istoj, propagandas kaj devas propagandi 

Esp. en la vera senco de tiu vorto ĝis la venko venonta.

インフレイション

デフレイション

inflacio

deflacio

Vortoj teknikaj en kampo ekonomiista. Lau la fundamenta regulo 15-a 

ni povas uzi ĉi tiujn vortojn tute libere kiel vortojn aliajn internaciaj n; 

aluminio, kalcio k. c.

ファッショ

Itala deveno kaj vorto de demando tra la mondo. Paŝo originas de la

vorto signifanta " fasko ヽ Ili ambaŭ havas etimologie similan ortografion,

sed ni sciu ke Esp. ne estas mem politiko.

r ロ teroro

“'Terura，kaj abomena vorto! Ĝi sonas terure. Ĝi originas en marto 

en la j.1871 en Parizo kie ve iris sanga historio super parizaj civitanoj・ 

Estas en la mondo blanka kaj ruga teroroj. Do, verda ? Oni uzus la formon 

"teruro n por teroro.

ダン ピング dumpingo

Vorto ekonomiista. Ĝi trapenetras kiel varo la mondon kie regas varoj.

イデオロギ ideologio

"Ologio ‘‘ signifas " scienco "・ Deveno de bela lingvo greka・ しa tiu 

estas uzata kvazaŭ sufikso en ĉiuj lingvoj civiliz让aj. Ankaŭ ni, Esperanto・- 

lingvanoj, ĝin uzas kiel sufikson internacieca n. Ekz. Espera “tologio ・ 

Ideologiosignifas uscienco de ideo". Tiu ĉi estus ŝatata vorto de 

Drezen k. a. Li ĝin ofte uzadas en siaj verkoj・ Do, jen estas ekz.; " La 

tuta Zamenhofa ideologio ensorbita de li en hejmo, lernejo kaj sur stratoj de 

Bialystock kaj Varsovio estis tiu de Ia nacie kaj ekonomie premita kaj 

ekspluata ...Filologo» geologo, arkeologo k. c. montras la scie nci ston kiu 

sin okupas je koncernanta scienco. Ideologio lau senco primitiva estas tiu 

de tendenca skolo filozofa en Francujo antaŭ jarcentoj・ Sed ties hodiaŭa 

senco tute ŝanĝiĝis・
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アヂティション agito .
Idoreformuloj ruze agitis la alpre non de sa lingvo, farinte la Delegacion 

por Alpreno de Lingvo Internacia kaj pli poste, ĝian komitaton konsistantan 
el18 personoj.

ロボット roboto
"Roboto" devenas de la vorto ĉeĥa “robit»' kiu signifas "labori". 

モンターヂユ montaĝo
サボターヂ sabotado (aŭ sabotado)
カム フラーヂ kaniuflaĝo Cau kamoflado)

Franca deven〇. Ne nur homoj faras al si kamuflaĝon en milito kaj 
aliaj aferoj, sed ankaŭ aliaj animaloj tion faras en la batalo por vivo, 
adaptiĝinte al la medio per koloroj kaj formoj, kio estas admirinda naturo 
kaj temo interesa.

デビュウ debuto
La unua prezentado de dramo, muziko, filmo k- a. u Dum unuj malamike 

renkontis nian aferon el la kauzo, ke nia unua debuto, la unua lernolibro 
de nia lingvo, eliris en lingvo rusa •••ハ Tio ĉi estas Zam. ekz. de la vorto 
uzita " debuto "・

オリンピック olimpa
En Grekujo estas alta monto " Olimpus ", sur kies supro loĝis deko da 

grekaj dioj (Jupitero k. cj kaj olimpa konkurso havis sian nask gon en mai- 
granda kampo Elis en Antikva Grekujo kiel la festo por dio Zeŭso. Tiam la 
kon kurso konsistis el atletiko kaj arto kaj estis okaz gata en ĉiu kvara jaro> 
Olimpiado estas olimpa periodo. Kvar jaroj estas ĝia periodo. Sed ni nun 
ĝin uzas kiel la vorton signifantan ° olimpa konkurso M aii ° olimpa okazaĵo/1 
Nun oni havas olimpiadoj n internaciajn de jen teatraĵo, jen sporto. Estos 
signife ke ni, Esp-istoj, havu Esp. Olimpiadon por nia Esp. kultura afero!

_ S. Nishida
no皿k!曲Ŝ曲immHimiiiimuiii 川 ii川 iHiuiaiiaii川i 川 111111111 №川iiiiimuiii 川 huuii 川川川 immi川伽川【川 hiihiiii 川 ii川 iiiiiiii111111iiim

來年度海外雜誌豫約に就いて
例年ですと个月號誌匕で、來年度海外雜誌豫約肴を募集するところですが、何分 

にも為替和場が極めて不安定のため確實なは價を附けることが出來仝せん。それで 

今月號には募集廣吿をせずゝ十一月の誌上で發表することにしました。次月號で募 

集するにしましても、募集期間を極めて短かくして(人證十…月十H的に締切る豫 

定)、不時の為替變動に備へる考へでゐよすから、今のうちから考慮しておいていに 

だければしあはせです。定價は目下の見當では人備、1932年度に比して二倍より少 

し高くなると思はれます〇卽ちヽ

Heroldo de Esperanto 12 IMI 50 錢乃至!3 [U1 Literatura Mondo 7 IRI EO 錢前後 

Esperanto年鑑共!〇!0]50錢前後、年塔無8阀50銭前後

aiininiiiii» 川 iiimiiih 川 RiiHmiiiiimmi 川 imiHiiiuiiimiiHii 山川 111111111muinimimmii uiii1111111111111 川 ii mnniui miiiiimimm iiimv
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質 疑 應 答
(Lingvaj Respondoj)

C怖遗J （A）ハ月號ネ欄p. 296右瀾 

kielの前に打消がある場合kie!以下は 

打消でない意が『普通』としてその用例 

を擧げたが、普通でない例、卽ちkiel以 

下と同様に前の力もさうでないと云ふ 

Z.博士の用例（但し稀）を發見しました 

故御紹介します:

Kiel sur bastono plantita en teron, 

novaj branĉoj kaj folioj ne povis 

nature kreski sur ĝi. （OV 404/11）
地に植ゑた棒に花が咲かぬと同樣それ 

にも花が唉く筈がない。

（B）ブ胡號拙稿『形容詞に關する語 

法二三』は言葉が足りなかったためか 

CC7補足語とし.ての形容詞ぬ項で不定 

法動詞を受けたz.博士の實例があるこ 

とを述べたのに對し京都の去戶氏からあ 

れでは初學押が不定法を受けるのにふだ 

んに形容詞を用ひてよいととる惧がある 

との抗議があった。成程御尤な次第。該 

稿はEsperantologioの本場大阪でした 

講演の耍約で,之をmの小に押込んだ 

ので言蕖が足りなかったかも知れぬ。又 

元より初等者向のものではない。

（D不定法亜詞を受けるのに副詞を以 

てするのは今IIは旣に嚴然たる習慣でゝ 

これは何人でも（初厚者でも）知ってゐる 

事。然しこれは法則ではなかったのだか 

らZ,博上にでも形容詞形の例が（殊に 

次に名詞を略した氣持の場介と、不完他 

動詞の補绘語の如き意味をとる[:に必耍 

な場合）あることを偉へるのが主斤。

（2） Esp,としてはFund.に抵觸せ 

ぬ限りは習慣（よしんばそれが一般の習

K・ 〇ミsaka

慣になって居っても）でない用法を直ち 

に吾々の没薄な學力の獨斷で『誤』とし 

て片附けるのは以ての外であらう。然し 

Esp.でも習惯にはなるべく從ふ方がよ 

い。不定法動詞を形容詞で受けても之を 

誤と云ふことはii：.に出來ぬであらうが 

（習慣は法則でないから\副詞で受ける 

方がlogikaである加ら副詞を用ひる方 

が好ましい。

G0 不足法動詞を副詞で受けるのは 

slavismoの習慣に過ぎぬと云ふ人があ 

るが、さうではなく、不定法を動詞の一 

形式（目的語のつく具合等よリ見て名詞 

でないのは明か）と見れば之を形容する 

のは當然制詞の役であるひ卽ちEsp.で 

不定法を®.詞で受けるのは習慣と云ふよ 

りは1ogikecoのI:で行はれてゐる〇依 

て他に必'要のある場介口外は韻詞を用ひ 

〇方がrekomendindaである（勿論 

Fund.に牴觸せぬこと故形容詞を用ひて 

も之を『誤』とakuziすることは何人 

にも權利はないだらうが）：

Morto estas terura・]
い. （吊用法
Morti estas terure.丿

La plej dolĉa por mi estas estadi 
apud vi. 特例

★Bezoniとnecesiの區別（藤澤町S. 
F.氏）

〔答ヨ Necesaは或物が何某に必要ヽ 

bezoniは何某が或物を（必耍とするがな 

いので）入用、いる。 ・

Ĝi estas necesa （necesas） por mi, 

kaj mi ĝin bezonas・ 必用故入用

Ĝi estas necesa, sed mi nun ĝin ne 

bezonas・ 必要だが今はいら力〇
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單 語

Esperantologioの一分科として筆舌 

は此處に新しき學、エスペラント單語學 

（Esperanta Vortologio）なるものを提 

唱せんとする。此れ果して一•の「學」たる 

の價値を有するや否やは冷靜なる同お諸 

士の批判と今後の進步發加とに俟仁ねば 

ならぬ。

定義先づー•般に單帮卑なるものゝ定 

義を下す。

廣義に於ける定義

文の要素としての個々の軍語に關す 

るー・切の專項、及單語相互間の關係を 

究め、併せて其れの應用を硏究する學 

狹義に於ける定義

文の要素としての個々の單語を語源 

的に分解分析して其の原義を明かにし 

分類整理して系統を立て、單語進化の 

跡を究め、以て其處に一定の法則を抽 

象し、併せて言話敎育上に於ける應「口 

を硏究する學。

エスペラント單語學

以上の定義に於ける單語學硏究の對 

象にエスペラント單語を以てするもの 

筆者の提唱するものは卽ち\狹義に於 

けるエスペラント單語學である。

此の定義も斯舉の進步發展と共に次第 

に其の形を變じ行くべきは當然である。

目的由來エスペラントに於ては其の 

創造のIIよリ、基本單語ゝ接頭字ヽ接尾 

字のぼ分は劃然とし、其の規定された接 

頭字ヽ接尾字に關する硏究は相當の深み 

に於て培はれて來たのである、が其の反 

對に基本單語に關する硏究------般の意

義用法に關する硏究ではなし に其 

の語源ヽ原義ゝ自然的接頭字接尾字、語

學（輪郭）
小野HI幸雄

根弄に關する硏究は未た'に具の例を見ぬ 

樣でおる。此處に〔I然的接頭字接尾字と 

云ふのはエス文法に於て規定された以外 

の卽ち自然語に於て所謂援頭字接尾字と 

稱するものを指す。

或は人あって斯く云ふやも知れぬ〇日 

く、エス單語は總て何れ加の自然語から 

由來したものでありヽた丫其の形の一部 

のみを變じたに過ぎぬものであるから、 

かゝる事實の硏究はエス語厚の範圍に非 

ずして其の各々の自然語に於てなさるペ 

きものである。と果して此の言は正しい 

であらうか。今假りに佛蘭西語に於てか 

ゝる硏究がなされたとする。然らば其の 

場介、伊太利人、西班牙人は伊太利、西 

班牙の單語が佛蘭西語の單語と類似の故 

を以て自國語に於けるかゝる題Hに關す 

る硏究を放棄するであらう力、。エスペラ 

ントに於ても亦此れと同樣である。エス 

語ぽエス語獨特の形を右するが故に、其 

の接頭字、接尾字、及語根も亦他の□然 

語とは當然異つ仁彫であらねばならぬ。 

又」I:等要素の一を執るも、意義發音の關 

係其他に依b種々な歪みを受けねばなら 

ぬ。故に此等の耍素を抽象し、其の受く 

べき變化の形と場介との關係を究め、以 

て一定の法則を歸納する事が出來るなら 

ぱ、其處に齎らされる利益はそも幾何で 

あらうか。かゝる硏究は當然各語の原義 

の迫究に迄進まねぱ止ます\從て各語の 

博按的ヽ比喩的使用に當!）、行手を正し＜ 

明〇 く照すlampo仁り得るであらう〇

猶進んでは一箱植細に分析する事に依 

り、数千の語を僅か數十の意義を有する 

純基本語に迄分析する爭が出來るやも知
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れぬ〇さすれぱ數【千數萬の單語も、此等少

［の基本語より組立てられたる理造物と 

して綜合的に理解する事が可能である。 

而もかゝる音の中にこそは吾人人類の遠 

き祖先が有した原始語と密接不離な關係 

を有する幾多の音を發見すべきである。

方法斯學硏究の方法はし!に上記の定 

義及目的が示す如くヽ先づ個々の單語の 

分倒:分析に始まる。其の爲には現代瞅洲 

語及古代語の深からずとも廣き总識を必 

娈とする。卽ちー言にして云へば比較言 

詰・學の方法を用ひるのである。分析に依 

リ原義を究めれば、一般の意と原義との 

差異、卽ち歪の度を量る。乂接頭字、接 

尾字を抽象し其の意を規定する。同一接 

頭字、接尾字に於ても種々の關係に依り 

其の形を變へるが常であるから、如何な 

る場合に如何樣に變ずるかを究め以て法 

則を・導く。及語根の意義と形、及其の各 

場合に於る變化の樣とを究め以て語の構 

造を明かにする。卽ち斯學を細分すればゝ

語源論 語根論

接頭字接尾字論 單語構造論

單音仃意論 等より成る。

應用斯學の直接の應用は何を措いて 

も先づ單語記憶法であらねばならぬ。そ 

もそも此の軍語學なるものは、其の設立

及硏究の動機を單語記憶法に發したもの 

である。卽ち從來の非論理的、非哄術的 

の不合理極まる單語記憶法(此の山には 

愚生の折にふれ數個處で述べた記t竟法を 

も含む)をして一時の便法より救ひ、嚴 

正なる語源學刀上に置き換へ、其の根底 

に確固たる理論的基礎付けをせんとの試 

より出でたものである。 I
實に單語の記憶こそは文法簡易を誇る 

エス語に於て猶!!學習??、特に他の語の 

知識無き邦人に對し實に大なる惱みであ 

リ、此の苦惱の爲にこそ多くの者は旬H 
ならす・して其の學習を抛たんとする。工 

ス語の發展遲々たるの一大因も亦此處に 

存する事を思はねばならぬ。如何に巧な 

rekta metodoと云へども、エス語の有 

する全單語を容易に且速かに記憶し了ら 

しめる事は不可能であらう。赤兒に步み 

を敎へんには手を執てするも、マラソンヽ 

走高跳に手を執る者が何處に在らうか。

所詮語學上達の捷徑は可速的なる基本 

軍語の記憶修了に存する。其の時に當り 

斯學の應用たる此の法がヽ如何計り大な 

る助けをなすかは眞に戢り知られざるも 

のがあらう。而も亦此れに依れば未知の 

語に對しても容易に其の意を悟らしめる 

事が出來るのである。

又他の大なる應用の一は、獨習出、敎 

科書等の編纂に對し重要なる指導原理を 

與へる事である。從來、此等の屮に於け 

る語の排列、文の排列等は具體的なるも 

の、常識的に容易なるものを先にして抽 

象的なるもの因難なるものを後にする、 

又は例へぱ動物に關するもの、植物に關 

するもの政治に關するもの等、或る一群 

一類に屬するものを一所に集中せしめる 

が如き法に依るのが常であった。然し乍 

ら其の法が書物の效率てふ上より見て果 

して最も優れたものであらうか。此の問 

に答へ、.其の問題を解きヽ以て新しき道 

を與へるもの、卽ち吾がエスペラント單 

語學である。されども此の法の及ぼす效 

果のより嚴密なる檢案はヽ猶實驗心理學 

其他の力に俟たねばならぬ事ヽ此處に改 

めて述べるまでもない。とは云へ此の理 

論と氏の應用との進步發展はヽ今後の工 

ス語界に於て必ずや何等かの形貌を以て 

新しき道を切り開くべきを筆者は信じて 

疑はぬのである。 (1932, 9,1)
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Neologismo

Basic English
最近我國の英語の先生の間にEasie 

English云ふの力:流行ってゐる〇 メシク 

(飯贫ふと)イニグリッシと聞えるから面 

白い。英風の，Psyche'と云ふ雜誌記者 

C. K. Ogdenが發衣したもので英語の語 

彙を整理して唯の850語で以てすべての 

思想が表現出來るとなしヽこれを「世界 

論」にしようと云ふのである。その勝手 

な手前味哨に就いては馬鹿馬鹿しくてこ 

こに書けない。然し日本人の中にも之を 

「阈際語」にしようと加ってゐる人違があ 

るから御注意が必耍だ。要するにこれは 

支那人の所謂ビジン・イングリッシの程 

度を出ないものだとは當時の,Heroldo 

de Esperant〇'の喝破した處ヽ 英米へ 

旅行するとか何かならばこの850語を覺 

え且つ活用すれば、例へばH可か口の中 

へ持って行きたい」てなことを言って 

間に介はせられよう(8二〇語の中にeat, 
食ふと云ふ語がないことに御注意あれ。) 

そんな愆味で汪當り中學の初年級へ採 

用するのなら結構だがゝ文學、學術の硏 

究に資するには850語では不I•分ゝ現任 

用ひられてゐるその方而の英語・全般に互 

っての知識がなければならないことは論 

ずるまでもない。

附 記:一Basic (British American 

Scientific Inter national Com merci al) 

Englishの850語は一枚の小さな紙に印 

刷出來一目で見られる、故にPanoptika 

Anglaとも云はれてわる。この丨1本に於 

けるKopirajtoは京都の同志カニャ書店 

「我等の化舉社」が持ってゐる。だから現

失戶圭一 

在の處我國では中學に於ける英語敎授の 

簡易化以外の目的に用ひることが許され 

ないだらうことは容易に期待出來る。

Neologismo
エスペラントの單語を850に制限した 

峙はどうか〇 Basic Englishに比し數ト 

倍のflekseblecoがあることはFunda

menta Krestomatioを讀んだ程のEspe- 

rantologoならば皆18頁のsanoを思出 

して頷くだらう。然し阳〇語では文學は 

生れない。文學的表現には種々の繊細な 

nuancoが必要だ、單なる繪葉書交換や 

旅行の用語では不十分だ。エスペラント 

にはエスペラント獨特の文學が生れ、各 

械!の文學に劣らないものが出來ようとし 

てゐる今Hだ、報はれること少なくして 

その道に努力してゐる作家には縫らか表 

現の自山を與へてやらねばならない。之 

を味はふ爲には——又實際實用向き用語 

を練習するには文學を讀むのが最も適當 

だ-----neologismo创も文學上のfak

vorto を少しは勉强する必要がある〇し 

かもエスペラントに現はれる新語は【］々 

の新聞紙上に現はれるH本語の新語より 

も遙かに少ないのだから、時に依っては 

cico (karesa nomo de mampinto)だ 

の opajo (karesa nomo de patrina 

lakto)だのも仕方がないだらう〇尤もパ 

リーの modernulo Raymond Schwartz 

すらも しamentado (La Stranga Butiko 

p. 98)をあげてゐるが、しiteratura 

Mondoの廣告に依ると間もなく出版さ 

れる,Parnasa Gvi dlibro'と云ふのに 

こんな文學匕の新語の解遼がまとめて載 
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るさうだ、現比でも多くの本は卷末に新 

語解をつけてはゐるけれどもヽこれが出 

れば非常に便利にならう。

尙、今後我阈からも世界のエスペラン 

ト界を指導する樣な大作家が出てヽin

dika その他の日本語出身の單語が幅を 

きかす様になってほしいものだ。

cico:獨 zitze; H ĉici 

opajo: 11 oppaj ; エ ス opalo :

lakteblanka juvelŝtono.

Lici, darfi, durfi ・
エスペラント練習に眾も適してゐる 

moderna Esperant 〇 ・!itera turo を鑑 了? 

する1= aprezi）には幾らカ、のneologismo 
を知らなければならない。そのうちでー 

寸用語の六ケしいのがこのlici, darfiで 

ある〇 しiciの提灯持ち役し. Totscheで 

すらその用法を誤ったのであるから想像 

出來よう。敢えて御紹介しようと思った 

次第である。

ドイツ語にdŭrfen^英語•にmayと云 

ふ語があるc大體esti permesataと云 

った意味を持ってゐる。こんなnuanco 
を持つ仁草語はエスペラントにはなかっ 

た。で從來時に應じてpovi, devi, rajti, 
rajte povi, havi permeson となった林? 

な表現法を用ひてゐた。これではsubtila 
nuancoが出ないと云ふので叮成!） D.前 

からdarfi （•…・しても好い、かよはな 

い）と云ふ語が用ひられ始めた。その後 

議谕はあっにが今日まで廣く用ひられて 

來、例へばJ. Baghyなどをその賢成 

若に持ってゐる。Dari'とはdŭrfenの 

變化し仁形であるが、之は丁度esfが 

ラテン語esseの變化したものであるの 

とその軌を一にする。こゝにestasはい 

けない、esasが語源的にF.當であると 

言ってゐたIdo （今頃Idoでもないヵ;

Grosjean-Maupin が最近の しitera tura 

Mondoに書いてゐるので一寸引張り出 

して見た。）darf-arを採用してわたこと 

に注意しなければならぬ。

然し一方、P. Bennemannはその名普 

エス獨辭典（1923年發行）に新語として 

duriiを採川したが、その後用ふる少肴 

なく、乂彼□豺も最近ではdarfiを用ひ 

ることにし汇ので（L・M.1932 N-ro 4, 

p. 70）ヽdurfiは考へに入れる必娈がない 

と思ふ。

さて昨年K. Kalocsay护Danteの 

Inferoを譯し出した時にliciと云ふ辭を 

採用した。平常からpersona gustoも 

于傅ってdarfiに快からぬし. Totsche 

は早速しiteratura Mondo誌I:に於て 

liciに賛成し、!ぐさよ之を用ひたがゝ 

語源的知識を缺いた爲力:その用法を誤 

った〇 （例:oni licas preni; mi licas 

mencii; mi licu mencii 等、然し今囘 

出版された,De paĝo al paĝo 'に於て 

彼はすべて訂忙してわる。）

御口分门身も多くのneologismoを採 

用してわるGrosjean-Maupin先生（殊 

に面白いのはSAT發行Plena Vortaro 

の例へばGazeloの項だ。Tre eleganta, 
gracilkrura, rapidkura, remaĉulo ••… 

とあるがgracifと云ふ語がこの辭書の 

中にない。）今度はこのneologa vorto 

反對と立ち（まさかR・Schvvartz流に 

neologaとやったのではあるまい〇）.11. 

つliciがラテン語!icet, licere （許され 

る、差支へなし）から出仁のだとするな 

らば、lici !i esti permesita でありヽ 

darfi の如 く esti ricevinta permeson 

の意には用ひられない。卽ちal mi licas 
menciiと上Ĵつ了二樣に用ひねはならぬと 

お叱りになった。 C382頁へ續く）
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Eho de Porola Metodo

1.F・M•分科會の提議

岩下頫太郞

今迄 parola metodo （以下 p. m.）に 

對する興味が一般に吾々esp-istojの間 

に興ってわながら、具體的な事柄が明瞭 

にされなかった爲に單に漠然たる興味刀 

域を脫することが出來なかった樣に見え 

たので、良かれ悪加れその殼を破って見 

ようとして試みたのが連載の拙稿である 

がヽ先づ敎授法の根底としてのき語その 

ものに對する見方から起稿したところヽ 

事柄が實際的な爲に實際の方法に尴れる 

ことを要求される聲が次第に高くなって 

來たのである。この一端は今年度の大會 

が進んで協議转として貴巫な時問をこの 

問題の爲に提供された一事でもわかる。 

私としてはこの敎授法の根底となる見 

方、或ぽ敎授法そのものに就て猶書いて 

見汇いと思ふことはあるが、これ等のこ 

とに就ては何れ機曾もあると思ふので、 

今月は私以外の硏究家ゝ實際家の經驗や 

意見を御紹介することにした。準備や時 

問がなかったので更に廣く實際家の意見 

を集めることが出來なかったのは私とし 

ては殘念である。今迄硏究上の連絡がな 

かった爲に經驗も硏究も個人的であり又 

從って隨分立派な經驗もかくれてゐるこ 

とであらう。急なことで廣く硏究家と連 

絡がとれなかつ仁ことは遺憾だが、今後 

お互に連絡をとって意見の交換等が出來 

れば吾々の經驗は峻富になってより早く 

立派な方法が完成すると思ふ。

何といってもp. m.は未だ若い〇吾々 

が硏究すべき問題は山の樣にある。併 

しゝ實際講習に當りゝ殊に第一外國語と 

してのエスペラントを習得し傑として來 

る講習匸の前に立つ講師にとっては最早 

この問題に熬關心では居られない。この 

傾向は泉君や安井わの意乩の中にはつき 

り出てわる。かういふ問題を前にして、 

吾々はp. m.の硏究が吾々の急務である 

ことを感ぜずにはわられない。その爲に 

は更に一般にp・m・に對する注意を喚起 

し、硏究家はお互に協力して方法の完成 

に努力すると共に、多くのGvidantojが 

二日も早く積極的に乘出して來ることが 

必耍である。その第一步として私は本號 

に執筆して下さった同志と諮って大會に 

敎授法分科會を設けることにした。この 

會を建設的なものにする爲に吾々は特に 

p.m.分科會とした°P・m・に經驗のある 

同志、輿味のある同志が建設の爲に愉快 

に各自の意見や硏究や經驗を語り介へれ 

ぱどの位お互に益するであらうか。是非 

多くの同志の實質的來加を切望してやま 

ない。大會に出席出來ぬ方々は御意見だ 

けでも學會内p. m.分科角宛お送リ願ひ 

たい。議谕から實際へ!協力して建設 

へ!これが吾々の旗幟である。
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2. Parola Metodo の—例

Parola Metodoを實行した一例として、四 

年程前に私が成蹊高校任學鐵時行った方法を 

そのまま紹介させて戴きたいC

先づ學習者は八名（中學二三年生）・一囘五 

十分位で一遍二囘と云ふ條件で.最初は身邊 

にある具體物ゝ例へば.机.本、椅了等から 

始め・原則として文字は全然敎へず、只耳か 

ら音のみを入れて、實物と音とえ聯合を口的 

とした。かくて六、七囘の後始めて文字を見 

せる事にしたが.その際にも最初は耳から音 

を入れ•只kursoの終りにそのHに毅・、た 

vortojを拔書するに過ぎなかった〇これは旣 

習の語數が增加するに伴ひ、忘却の率も亦高 

くなるので、それを防ぐ色に視覺心像の助け 

をも借りたのであるc然し語は决して孤立し 

た語としてでなく、必ず一文章の中に含めて 

與へ、つ其れを便比し、禽話をし乍ら進ん 

で行くのである。

次に敎材を・般"常少活の要素 例へば「介 

Mをする」.「登校する」等の如きtのの中か 

ら選擇した。此の時にも各表現は先づ吾によ 

って¢から與へ、且つー文章に含めて敎へる 

审には前と變る所はない。

かくしてハ七囘の後には一般尘活現做から 

進んで、學習者匸!身の小活現象を#累とする 

誘觉を慕礎として選押する事とした。これは 

凹に多くの言語敎授論者の示す如く・成可く 

早く學M者の生活を背景とした語觉の小に導 

入する事は.動機誘漱の點から見ても最も貳 

耍なものと考へたからである。三十五六囘後 

にはkur^o中は凡てエス語のみで彳亍ったが、 

旣に充分耳に慣れてゐる為昭んど不自由を感 

ずる爭なく 了解せしめる事が出來た.。かくの 

如くにして四十ヨ〔六囘の後初めてFabeloj第 

二卷を使用して譯讀の統習を行ったのであ 

るcそれから後は會話譯讀作文池用の方法で 

進む事とした。

扱て上述の様なkursoの結果、殊に著しい 

特徵と思はれる點を二三のべて見るに、先づ 

第一に摩習老にとって、「百語は耳から」と 

云ふ再慣が養はれたと云ふ爭であるc新語に 
遼遇すれば必ず先づ音を耳に響かせ、上Lつ文 

章に舍めて使用せんと努力する。此の習慣は 

背議習得上Ait®要なるものの一つである。 
第二には約ハ囘のkursoを終った頃初等讀本 

を讀ませて見た。卽ちー人に一節を音讀さ

骨野尙明

せヽ終ると直く•本を閉ぢて其の意味を尋ねた 

が、殆んど間違ひなく 了解してゐたcかゝる 

事實は文法的に文字を辿って綠課する方法で 

は到底望み得ない結果であらうと思ふ。第三 

には、約二十囘を終へた頃の事であるが.休 

暇や其の他の事情で約ニケ月間kursoを中斷 

した後の最初の口に、旣習の語約三百を不意 

に試驗して見た事がある〇その方法はgvi

danto が甲.語を讀むと、考へる暇も與へず直 

ぐ其の意味を紙に書かせたのであるが・其の 
結呆を見るに忘却語、最少4語、最人40語. 

平均28諸、從って記憶語90%と云ふ成績を 

示してゐる。尙注意すべきは.如上の力法で 

敎授する際kurso |丨の間隔と、學習者の缺席 

とが次囘のkursoに町なリ大きな影響を與へ 

ると云ふ事である。乂かゝる敎授の結果得ら 

れた言語感は他外阈語の學衬に少からぬ好影 

櫟を與へると云ふ事もp. m.の效果を知る上 

に大いに注!Iすべき點と思ふが、玆に精しく 

述べる餘裕の無いのは遺憾である。尙この方 

法の慕礎は、佐々城氏、岩下氏等によリ成蹊 

エス會に與へられたもので、p ni.は現に成 

踐エス會に强き傳統の力を有し、一年二囘・ 

春夏の休暇を利用して行ふ各々-•週間の合移 

に於ても、p. n】・により育くまれたる少壯同 

志は、殆んど不自山を感ずるĴTなく Ksperanto 

のみの生活を享樂してゐる樣な狀態である;，

拥て上述のカ法は現在私の立場からも批判 

し改正すべき多くの點があるが.今夫につき 

述べる餘裕がないので.何かの御參考にと思 

って粗材の儘を御紹介したのである。只故後 
に一言したいのは. p. «n.の歷史を省みるに. 

「言語は耳から」の•强調は旣に十六世紀の敎 

育思潮に充分見出す事が出來るが.これが實 

行の方而に著しい進步を見ないのは.多くは 

經驗的獨烦論に陷リ、心理に根ざした科學的 

敎授法の確立を缺いた爲であると思ふ。よく 
p. m.の失敗の例を掲げて攻擊する人がある 

が、それは幼年に對するp. m.は靑年に對す 
るp.nt'ではなく、各週一囘のp. m.は各週 

四囘のそれではないと云ふが實に對し理懈が 

少い場合が多い樣に見えるc p. ni.の一般的 

特質と共に個別的の特徵を考察し・兩者が適 

度に融合された時に始めて科學的なP・m・の 

建設が完成されるものであると信ずるのであ 

る。
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3. Parola Metodo の效果

Parola M.の狙ってゐる効果はrezo
nado の段階を經す、そしてそも故pli 

natureに再現させやうと云ふ處にある〇 

がrezonadoから入って完成の域に達 

しられないか、昔・學ん忙人は文法と不完 

全な讀方から入った人だらうが、それで 

も立派に完成してゐる人があるではない 

か、と反問されるかも知れない。

成程さう云ふ人もある。だが音を輕視 

した、又は匝視してもさう云ふ機會が與 

へられなかつ汇人は、勢ひ文法を基礎と 

してrezonadiしなければならない〇處 

で我々がH本語を話す時、語法を考へす 

に喋ってゐるやうな自然さをエス語で得 

るには、歐洲語を旣に流暢に操れる人か 

（操れてもエス語を完全に口已の物とす 

るのは容易な業ではないか）長い年月と 

苦心を更ねなければなるまい。それでも 

一旦得た我流なり、不自然さは中々取去 

り難いものと思ふ。

Parola Metodoは反覆練習によって 

容易く目的に達しやうとするのである。

玆に難問がある。それはParola M・ 
の敎師は發音が正しくあり、又發音され 

た言棄は思想を運ぶと云ふ事をはっきり 

意識してわる事を必要條件とする。

が然し、正しい發音と云ふ事はP. M. 
に限られた事ではない。どんな敎へ方を 

するにしても間違った發音で敎へてよい 

筈はない。だからこれは相殺して遇か 

う。次の「發音された語や文は思想を運 

ぶものであらとの怠識」と云へば、餘りに 

極b切った需と笑はれるかも知れない。 

だが實はこの點がP. M.の生命なのだ。

佐々城 Ki

个迄普通外國語の敎授に際してはヽ先 

づ一般的に云って、飜譯式でやってわる 

人は多く、外國文を讀む時は唯だ書いて 

あるから讀む位の氣持で、譯となると懸 

命に力を入れる。外國文の響を通して外 

國文の感じをその儘相手の心に映象させ 

る手段をとらず、譯語で感じを呼起さう 

とする。これでは呼起される感じはどこ 

迄も譯語の感じであって、それと同様の 

感じが外或文にも盛ってあるのだらうと 

想像する丈けで、決して外國文を感じた 

とは云へない。極端に云へばr解したの 

はh本語であって、外風語ではない。

だからp. m.ではエス語の音、その 

物に感じを載せて相手の心にそれを呼起 

さう、卽もエス語その物を了解させやう 

と云ふ企である〇

なに、眼から入っても結構感じを呼起 

せると云ふかも知れぬ。然しこれが完全 

に出來る人は旣に熟達した人であって、 

初學者に望む事は出來ない。眼から入っ 

た文字が全く音に變らず、無聲の文字の 

配列だけではヽ或はある程度までの了解 

は出來るかも知れんが、それ以上感じと 

なって我々の心に訴へる事は難しい。我 

々の感じに來る爲にはヽ（多くは無意;讖 

に）無聲の文字が頭の中で一旦有聲の音 

と變って耳朶を打たねばならない。これ 

が爲には餘程音の訓練を經ねぱならぬ。

P. M.で敎へるには無資任ではゐら 

れない。だが効果を考へたなら、そして 

更に普及化を効果的にする爲には一語一 

語を口から直接心の中へ扌］込で彳『かうと 

するP.M.に依らねばならぬ事と思ふ。
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4・ Al Kurso-gvidantoj

今私は心から、腹わどん底から諸君に訴へ 

ずにはゐられないのだ。おそらく諸君は道樂 

や趣味で溝習をやってゐるのではなからう。 

この地球上に一人でも多く眞劎なエスペラン 

チストを生み出さん!Sに他ならないであら 

う。ほんの少しばかリの外國語の知識でエス 

ペラントをむづかしく、むづかしく、しょう 

とする樣な所謂エスペラント學者は利、には川 

がない〇 ・
私は過去數年間に短期・長期の講習を約' 

河程やった〉でもそれは今から見れば殆ど火 

敗と莒へる。何故なら私が想像したよリはー 

割の收獲さへ得られなかったのであるから。 

未だに引き續きやってみる者は高馨學校卒業 

以上の所謂インテリか、言詰に對して異常の 

興味を持つ朝鮮人かが數人あるのみである。 

そして彼等のうちでエス話で話し得るものは 

殆ど皆無である。只辛じて本を譯讀するに過 

ぎぬ有様である。全然語卑の素養なきものは 

辭書、敎科書を買求めても、最早それをかへ 

りみょうともせぬ〉「あゝ、俺なんかにはとて 

も出來ない。エス語は矢張りインテリめ玩貝 

なのだ。」諸君!君達はこの聲を聞かなかっ 

たか? 旣に一度あきらめた人逹は到底再び 

始める者はないのである。私は考へた。「ー 

將俺はエス語の普及をしてゐるのか、それと 

も反對運動をやってゐるのかしら」そしてー 
咤私は溝習に對して或る極の嫌惡さへも感 

じ・獨Ŭでポツリ、ポツリz.博士のものを 

曲究し、掙かな、けれどものたりない淋しい 

時間を過したのである。その私が再び講習を 

始める氣になったのだ。何故か? 君達は动: 
ねるだらう。Parola metodoが私に原動力を 

與へて吳れたからである。
併し私が始めて考へ出したものは非常に幼 

稚で外國版の】31讹metodoの木をかなり漁 

ったがII木人向きなものは殆どなく、私は口 

分の敎材を作るのに隨分苦心した。併しその 

結果は却て講習生に對して魅解の感を與へて 

しまった。私は狄材として品物〔主としてH 

用品）を用ひ、その間幾度も起ったり、坐っ 

たリ.橫になったリ、まるで道化師そのまゝ 

に動き通したのである。またある時には獨り 

芝居をやったりした始末である。如何に好き 
なことゝは言ĥ、三時間の後には私はへとへ 

とになるのでちる。三時間ん溝習材料を頸の

安井磯雉

中で整理して講習の時間をうまく利用しゃう 

とする爲に私は正味二:□は少くとも費した。 

でもそれはいざ講習となるといつもトンチン 

カンになる樣なものばかりであった。幸に私 

は歌を唄ふことが出來たので、行き詰った時 

にはきっと歌でエス话を敎へ（？）、歌ってゐ 

る間に次のやるべき材料を見つけやうと看ふ 
のだから仲々神縄が疲れる。

丁度この時である。長女岩下君からbildoj 

を腋序よく ffi!列してやってはどうかときは 

れ、其のカ法に依って私は完全に逍化役者か 
ら救はれたのである。今私はエス語のが本を 

bildoに依って如何に 進めて孑亍くかについて 

具體的に書く紙面を持たない。いづれ岩下君 

が詳細に示すこと、思ふが兎に角よく味って 
見るべき方法であると思ふっ

この繪を主材とする2m.に依って私がや 

った满習には一生走が約十人居た。仝然ローマ 

字さへも書けない人が數人ゐた。そして皆・ 

樣に、恰も小學校•年よの樣に大きな嘩を出 

して私と一緖に給を讀んで厅く、そして步ー 

步と發音の正確さが見られる。生徒は皆安心 
して、少しの不安の面持もなく約三時間ろ满 

習を遊んでゐる樣に過してしまふ:》私が無駄 

な神經を使ふ必要がなくなったことゝ、從っ 

て時間の空費がなくなったことは講督の效眾 

を更に大きくした樣であるc或る時のことヽ 

一年以上もエス;霑をやってゐると首ふ人がふ 
とやって來たCけれどこの人は衣ならどうや 

ら判讀するらしいが・うまく話せない。u— 

マ字さへ書けない人の方がどんどん喋るので 

すっかり冰而してしまったc私が何か話すと 
書いて吳れと首ふ。氣の毒であった。

私は文章書きではない。君逹はこんな文章 

を禎んで、こんな下丁・な文章を書く奴がよく 

p. U..なんかで敎へることが出來ると鷲くだ 

らうが繪に依るP・m・こそ誰でもが實仃し得 

るものであるcこの方法を全國のgvidantoj 

が採用したならその曉には仃本の土地到ると 

ころにエス語が生き生きと話され始めること 

だらう-ゝSurdaかniutyでない限り誰でし、 
鱒人がエス語を話し得るのであるC

エス緒は少數のインテリの玩具ではない。 

离人いものだ今私逹はこの方法を完成する 

nに硏究をつヾけ金林・力を費して生命をぶち 

こんでゐる〇私逹は協同しなければならない 
匝做な同志の參加を切に望む。
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5.俺達のやり方

私は昨年から今Hまでに約十囘の責任ある 

講習を持った。その中一箇の中國學生のため 

の講習を除いては皆勞働者（一般使用人をも 

含む）諸君相手であった。中次囘は金屬、建 

築.交通等の大工場.人經營の所謂職場講習 

會だ。溝習會の大いさは成員六十餘名（公開 

躊習僉）から最小五名までだ。

講習は原則的にparola metodoに依る〇し 

かし職場ク楝類、成員の意識.敎養程度、時 

間の椰合僚に應じて必ずしも同一ではない。 

例へば學生諸君、またはインテリ的性質を帶 

びる一般使用人（つとめ人:）のための街頭講習 

に於ては、ハ片の日本語の仲介なしに、一ケ 

月乃至一月半の期間に.最小限の能力ー如 

何なる話相手にも屈せぬ度胸、外國通信開始、 
機關紙"Internaciisto "の字引片手の通 議 

——を克ち得たが.或職場講習C全員男女ハ 

名）の如き二:ケ月の間炎天地獄の屋根裏に發 

晋練習に油汗を流した例もある。インテリ的 

街頭講習と職揚満習との兩者には史々一艮… 

短の特質があることは實に興味ある問題だ。 

理牌の早いことは前者の動かすべからざる特 

徵であり・ねばりの强いことは後者ち寳だ。前 

述の一ヶ月乃至一月半え期間で素人には欝歎 

に値する能率をちげ得るインテリ諸君は、し 

かし、永績の根氣はない。エスペラントは容 

易いものだときめて樂觀するか.一月半の强 

右軍にへたばってエスペラントが嬢になるか 

である。私の講習に參加した當峙の右能なる 

靑年インテリの幾人が果して我陣營に止って 

ゐるか? それに比れば勞働者諸君の步みは

牛のやうだ。理解は遲い、しかし一度飮み込 

んだらその智識は確實だ。講習で知り合ひに 

なった勞働渚諸君でエスペラントを集てたも 

のは極めて少數だ。あの七月、八月の炎天下 

にニケ月の全期間ほとんど一人の缺席者なく 

發音練習に終始した慮歎に値する熱心と、不 

屈の稱力.これこそはエスペラントに限らず 

自己の任務に對して持つ勞働階級の底力なの 

だ。しかもそれが畫間の烈しい勞働の直後で 

あることを見逃してはならぬ さればこそ彼 

等の堂々たる會話振り--- それが極めて初步

的な文句にせよ--- はその力暹さに於てその

S2しさに於て古いエスペランチスト逹を驚懼

泉 茂雄

せしめたこと一度ならずだ。この講習は今も 

精いてむる。

街頭的講習と比較して忘れることの出來な 

い聡埸講習の特性はその集關的協同的倾向で 

ある。お互が同じ場所に働いてゐることから 

來る種々の共通條件が講習の最初から家族的 

雰圍氣を験成し相互扶助が努力なしに行はれ 

る。こゝに四人の女工さんと四人の男工さん 

からなる講規が持たれたとする。その場合講 

帥は案ずる必耍はない。男の諸君は實に熱心 

に特力的に女ん諸君を指導する。講怖はこの 

傾向を助長し、すべてのことに於て一・步でも 

進んだ者は後れた者を同志的に導くやうにし 

むけるべきである。言ふまでもなくこの協同 

的特神が勞働階級を勝利へ導く原動力であっ 

てプロレタリヤ、エスペラントの成功ん鍵は 

こĥにある。だからこそ我々は職場講習會で 

一人の落伍者を出したこともなく、逆に增加 

する埸合が多いのである。街頭講習に於ては 

常にその逆を行く。協同的精神に就いてはー 

つ他ろ侧!を擧げやう。こゝに金屬、交通.建 

築の三つの職場講習會があるとする。金屬の 

連中が當同の彈壓に會って数名を奪れ困難な 

狀態にあるとする。これを知った交通、建築 

の連中は必ずだまってゐない。代表を派遣す 

るか拶挨狀の形で金屬の連中を慰め激勵す 

る、差入れの金品を送る。

以上のやうな論據から.我々の講習會に於 

ては、從來の文法的方法は採用され難い。 

Parola metodoが採用される〇文法的方法で 

多少成功した經験を持つと自負する同志がゐ 

てもp. a.による成功には到底及ばないであ 

らう。p・m・は鍛も自然なやり方である〇我 

々が如何に日本語を學んだかを考へれば誰に 

も分る。秘訣は文法を生のま、出さないで、 

會話の形で無意識に飮み込ませることにあ 

る。それ以上の文法はぐっと後でいい。滿七 

歳に達して初めて「讀方」を習った幼時の經 

驗を想記すべきだ。

我等の方法は;parola metodoを提げて大 

工場、大經營へ.,これが簡單ながら答だC
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和文エス譯添削

1）おてんたう様が近くてヽ風がない 

からたまリません。暑い筈です。

が近いは staras （brilas, sidas, helas） 

proksime等、色々書けるが谥初の二つ 

が良い〇 sidasは感心せぬ、廣い天涯に 

於ける位置を云ふ積りだらうが〇 staras 

を選ぶのが當を得て居る〇 Zamenhofの 

Ekzercaroにもある通り〇風力:ないも多 

様にかける〇 mankas * tute vento や 

Kaj eĉ ne blovetas等上手である〇此 

樣にbloviを使へばventoなる語は儉 

約出來る。だけど儉約する仁めに無理な 

句ヵ:出來る位ならNenia vento blovas 

と堂々と書くがよい。譯文のstiloは後 

の事で、natura frazoを書く事は、何 

時でも大切な事だ。からは文頭にĉarで 

言午して貰ふ〇 Ĉar » tial ・のtial 

は不必耍だ。ĉarをやめて、二つの獨立 

文章に切るのであるならば、tialは生き 

る〇たまらないは事だ〇 netolerebla, ne 

povas toleri等は先づもって無難だ〇 ne 

povas pacienci （少し變だ）ゝ又 mai. 
pacienciĝas 等 pacienca なる語は、心 

中いらいらするか、しないかを表すの忙 

から、不適當〇 elteniはもちこたへるの 

意。この暑さの殊が越せるかな、病人 

は?の如きにsin elteniは適當す〇だ 

けどtoleriを使ふのが一番よいと思ふ〇 

どこか外國語加らの飜譯の樣にひ' くが 

elstari la varmecon も惡くはない〇 暑 

い 筈 です、Estas konsekvence var

mega. ・乂 kensekvence のイ弋り prava 

ならば次に ke la vetero estas varmega 
とする方目ざはり良し。natureも

多羅尾ー郞

komprenebleも結構です。他にcerte, 

efektive等當否は兎角答ですは實に困り 

ものです。原文がenhaviして居るだか 

らをdoとでも着けたして、お茶を濁す 

も可なリですね。多種多樣のお答へがあ 

りましたのでヽ一つ一つ批評したいので 

すが、とても此捌では追つきません。（模 

範文（？）と御自身のお考へをお引き合せ 

下さい。以下同樣。

1） Ĉar la suno brilas proksime, 

kaj plie tute ne ventas, ni neniel 

povas eltoleri・ Do la vetero estas 

komprenble tre varmega・

P. S.花まけにはplieです〇 plueと 

云ふのが四つあリましたが、誤りです。

2） ゆく川の流れは絶えずして、しか 

ももとの水にあらず。

古めかしい文句は少しも恐るるにたら 

ぬ。此問題は前問題よリ遙に譯しよい。 

ゆく川のゆくは济れ去る意だから、次の 

流れはの都合上譯さなくてよいc譯すに 

してもiranta riveroは字句の譯で面白 

くない〇 Kuranta riveroならまだ仝し 

だ〇ミ金れはをfluado de riveroとか又 

rivero fluadasとか人によって主語や 

述語動詞とまもまちに使ってあるが、 

fluado ならば estas senĉesa で fluadas 

ならばsenhalte存リ〇絕えずしてsen- 
ĉese, senhalte, senripoze だけ でな く 

て、譯文に力を入れる仁めĉiamを書き 

入れては如何?しかもはsedだけでも 

よいが、所がよく見ると、同じ傑に滞れ 

てるがヽどっこい水は違ふぞの;^ bだか 

らtamenも入れておかう〇話は別だが、 
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會話の際sedの代bにtamenをやたら 

に安寶りする人がまゝある。個人々々の 

趣味もあるがゝtamenはも少し愼重に 

使ふべきだと小生は思ふ。しかし此處で 

はtamenを”FHJすべきだと思ふ。もと 

の水はantaŭa akvoでは、言葉がごっ 

ごつして居る〇 sama akvoがよい〇 

sama kiel antauaはiF.確な譯仁'が、文 

章がだらける心配あリ。やはり決しても 

との水でないの意味だからヽ意味を强め 

るためにゝneniam位を附けるとよい〇 

古文だからとて、韻文にするには及ばな 

いでせう。

2) Rivera fluado estas ĉiam sen
halta, seci la akvo tamen estas neniam 
sama.

3) 例へば六十人の集會にその小の一 

人若し十分を後るとせば六十人の時間の 

損失は合して十時間となるべし。

例へぱは ekzemple, por ekzemple 

とは云はぬ〇 kiel ekzempleならまだよ 

し。次に紹く文章がとせばの假定文だか 

ら、その次に、kiamよりはseを附す。 

(kiamはseと同じ樣によく使はれる 

が。)seを文頭に遥くよりは、此位置が 

斗障りよい〇六十人の集會にはĉe, en, 

alのどれがよいか? Ccは隨分書かれ仁 

人が多かつ仁がヽ集符參加の遲刻を云々 

する話だからalがよいと思ふ。kun

sido, kunvenoどちらでも勝手だがゝ前 

述の如く參加の意味を待に必要とするか 

ら kunveno を選ば う 〇 kunveno de ses・ 

dek personoj (homoj)なり 〇 de の代り 

にelが二三あったが、一應もっともな考 

へだが普通deを使ふらしい〇次のその 

中一人でunu el iliに於ては、elが使 

はれ る〇 sesdekpersonaj. kunveno は 

誤。人數は複數でも形容詞として單數行 

詞にかかる咔は單數なる事勿谕。例・三球 

ラヂオ機はtrilamj)a aparatoであるc 
大體それにしても形の匕でこれは面白く 

ないです。後るは假定法にするがよい。 

malfrui je dek minutoj 乂は dek 

minutojnでよい〇 malfruiĝ!でもよい 

が malfrui でも十分 〇 又 dek minutoj n 

pH malfrueと、pliを入れた方が正確 

だ。會話ではなくても通ずるのである 

が〇 IL卡の損失はla perdo de tempo. 乂 

tempoは話のすぢでわかりきって居る 

故書くにも及ばない。六十人の塢失の 

際、話し來っわ人數だからla sesdekと 

冠詞を附す〇介してはsumeもよいか、 

entute と 云ふ kunmetita vorto がなほ 

よい。sumigusなどは誤!)と云へない 

かしらんが、獎勵すべきでない。平凡な 

fariĝusが一番よい〇

3) Ekzemple, al la kunveno de 

sesdek personoj, se unu el ili alve nus 
dek minutojn pli malfrue, la perdo 
de la sesdek (personoj) fariĝus entute 
dek horoj ・

P. S.アラビヤ數字1,2, 3,4 ktp.は文 

中では1,000位までは使はす•に單語で書 

くを常とする。

4) 空氣はこれを壓せば縮み壓す力を 

去れば直ちに膨れて舊の體積となる。す 

べてかゝる物を氣盥と云ふ。

學術的に書くと犬事だ。素人にでもわ 

かる様に書きたいです。從て邀するは 

maldilatiよりはpremi, 膨れもはeks

pansii よりは ŝveli (ŝveiiĝiにあらす) 

がよいです〇專問語を使はずに、Oficiala 

vorto,し加も出來るだけ普通の語を使ふ 

くせをつけよ〇!a aeroと冠詞を附せよ〇 

冠詞なしでは、空(vakuecoいやtute 

neokupata spaco)に聞えないでもない
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から〇 Li skribis en aero per sia fingro. 
の如し。文章全體は受身にしてもよい 

が、六ヶしくなるからヽ二三人お書きに

なった樣に しa aero, se oni premas 

ĝinの如くすると便利だ。假定法で書い 

ては不都合と思ふ。空氣は危險至極の爆 

發物だがヽ假りに壓すると、ならば假定 

法だゝがさうじゃないんだよ。普通の事 

だから〇縮みはmalŝveliが普通〇 dens

igi, maletendiĝiは的をはづれて居る〇 

力を±ればで、力はpremoでわかる〇 

premfortoは餘計だ〇夫るにforigiは 

まだよいとしてもsenigiは誤と云へん 

が變だ〇 demetasよりはformetasを 

取る。去る意がよりよく出てるから。不 

注意至極はvolumoだ〇 曖昧な時ぽ必

ず字引を見る事。volumeno en la

komencoで元の常;:積はまづい〇la 

antaua v.がよい〇すべてはĝenerale 

が無述だ〇 entute （ひつくるめて）より 

はよいと思ふが?化察者にあらざる小生 

は氣船をgasoにしたいが如何? vapo- 

rajoが二三あったが〇空氣の如き物の物 

には objekto, substanco, ekzistaĵo 等〇 

どれがよいとと云へぬ力:substancoで 

失禮しよう。と云ふは受動體で書くと書 

きよくて面倒すく・なし。

4） Se oni premas la aeron, ĝi mal
ŝvelas, kaj se oni forigas la premon 
（de ĝi）, ĝi tuj rekaptas la antauan 

volumenon ・

La substa nco kiel aero estas 

ĝenerale nomata gaso.（木嫌、山縣 
匣氏をつぎ合せたもの）〇. ・

5） お前は何をうっとりしてゐるのぢ

や〇 ゝ I ...

廻生はうっとりの原因だからヽpro kio 
でもよからうが、原文の譯にしては理づ

め過ぎて固くるしい。しかしkialはど 

うです? de kioは不可。出發點を表す 

のみで原因物の今でも働いてる狀體には 

使ひかねる〇うっとりすにはrav（iĝ）i, 
absorv（iĝ）1又 sorĉi, distri 等を能動、 

受動兩方に書かれたがヽ受動體がpre

ferinda です〇 Kial vi raviĝas?では 

iĝiが小生にはどうも自動的動作の眞最 

中の様に聞えて仕方がない。Pro kio ci 
tiel estas ravita?（イデオ氏）は Pro 

kio vi raviĝasよりうっとりの肽船がよ 

く出て居ると思ふが如何?イ可でそんなに 

と云ふ不文の意味を譯してtielを入れ 

る（イデオ氏の如く）のもよいだらう。 

staras ensorĉite （eはaでなければい 

かぬ。主語のviの補語だから）では立 

って居るかどうかわからぬからぬから狀 

體のはっきりした語は出來るだけ使はぬ 

事。長たらしく譯するより原文の餘音を 

殘す可くむしろ短い方が好ましい。

5） Kion ci revadas （sencele） ?

採點:-91Kihara氏、87小新戶氏、 

85 Oriento 氏、82 Krosaua 氏、8Iイ 

デオ氏ヽ80 Tomo氏、78山縣氏、77 
Alta Rivero, Tanabe 氏、75 Ranido, 
ニ倉、山樱氏——以下略。

十二月號課題（十月末日締切）

1） 近頃齒が痛んでなりませんからど 

うぞ診て療治して下さい。

2） 凡そ天地間に存在するものでーと 

して活動しないものはない。

3） もう一人坐れませんか。病氣上り 

ですから。

4） そんな馬鹿でも命は惜いと見え 

る〇

5） その日は誰とも話をしたくなかっ

たので、遠くの方に彼を發見した時に私 

は彼を避けようとしました。 パ



平岡, 字國語問題文献目錄」ごFsp・
---  unu fragmento pri 

(大阪Esp.會講

注^^ : E;=p., N. T?., E、p 式 R., IT. R.に 

對する叙述わ筆者ろ個人的のもの,九 

Iicvuo Orienta, JEIの公論と關係なし•一

Esp.が社會のいろんな問題,思想.などに 

どう關係してくるか，またいろんな團¢5の指 
導考連がE p.をどうみているか,などをし 

らべてみる必要がある;現任の狀態にĜ6いて 

も,過去の變遷においても,その一例として 

利用することのできる本がここに一つある・ 

すなわち,平岡件・編,「圃字國語問題文献目 

錄」一附錄:菊澤季生編，「本朝年號西腐對 
照表］,pj・ xxviii+323+ii, 1932,自費出版, 

岩波發賣C定價:3.533である.著者も附錄 
者もともに活動的なNippon iki Bomazi論 
者であり,しかも兩者とも富山，仙臺にない 

て第一•線に立つE p.-ifitoである.以下主とし 

てこの本のうちにあげられたEsp•に關係の 

ある二三の本に使われたロ ーマ字綴について 

のぺてみる.

p. 95. Palmer, II. Why 1 became con- 

verted to the Japanese system cf Romaniza- 

tioo, pj.11,1922. P.わ Hebon (Iliroinckai) 

式よりNipponsikiのほうがよいと述ペて; 

(It is human nature that one prefers to use 

what he is accustomed to, since that is easy 

«nd more convenient; he bates to unlearn 

fiomcthing he is used to, and leara sornething 

new. I may mention a sitnilar case in that 

regarding tlie international language. There 

are many who study Esperanto. Suppose 

some one in ista on the f?uperiority of Ido to 

Esperanto. The Esperantists are certa: n to 

rcject Ido, althougli it may be more rational 

and more practical......丄以前わ】ゝ・わEp・

isto であって,Methcde Palmer, Esp. a fusage 

des fr., 3907, Bi-uges (B I L 2128)があり, 

Moch； Pri Ia Elparolado de Esp., p.13 の脚 

註に:「... H. Palmer, verkante lernolibrcn

de Efperanto por Francoj (aŭ pli ĝustaj ire 

por Belgoj) ...... , donis en ĝi, por klarigi

la elparoladon de ŭ,la ekzemplon <nuit» ! J 

しかしN. R.の人も，Palmer乙ようなへ 

んてこな人ばかりでない,なかなかかしこい

'Romazi，kaj Esp.---

演.6 Sept.1932）

Kawasaki - Naokazu

ことをやる.p. 96. Toki-Zenmaro, Japanan 

lingvon per （i R6niazin, per 4 Mpponsiki Rd- 

mazP pj.11,1929.これわ東京で開かれた 

萬國工業令議の參列者にくばり,さらによa 

Fev. 〇咸にはさんだ.ほしければいまでも 

著者〔束朝;がただでくれる・ただしK'P-文 

わ馬場松本;）淸彥の一手になった•

Esp.-istoにもlldinazi反對者がある.九 

大の大島廣とN.R•の田丸也郞とが福岡H日 

でだいぶ莒葉ずかいあらくやりあった•切拔 

力C JE ［にある.p. 249の「エスペラントと 

の關係」に「ここにはロ ーマ字とエスペラン 

トと何れが第一の問題かといふことに關する 

論を收める.」とあって大必HI丸など6篇を載 

せている.まだまだあるはず• Esp・とN. 

の兩者を兼ねている人（斑）・とII. K.琢p. 

とEsp.式R., Esp.とカナなども）の說をも 

っと紹介してほしい（適當なのがなければ， 

誰か書くとよい）・

Hebon （Hiromekai）式ロ ーマ字の賛成右•わ 

Esp.-istoにわ比較的（Nipponsikiにくらべる 

とうすくないようでおる・その一つの原冈わ 

jr.R.の綴カ決定の思想的基礎の一つが英孟 

であるからであろう・これわEsp.を國際語 

としようとする思想と對立する■がなくなっ 
たA（wa）ibara Susumuわしかし熱心なH.B. 

であった.p・119に彼の「英語世界語化難」 

J a 的・Ori., XII—5 CEsp.-isto の立場より 

Anglioに反對したもの］が紹介されてある• 

N. B.で書かれた Kikuzawa の Gramatika 

Kursolibro de Esp., pj. 59,19-5 わよく 人に 

知られているが,大阪i|Ĵ電のストライキのあ 

った年に開かれた大阪朝日での講演講習命で 

同社のTakaoAkioが社で活字で刷らした 

II. B.書きのEsp・講習用書があることを知 

る人わすくなかろう.】1・の「目錄」にわぬ 

けてレ\る.

いったいN.R.を採用した般初⑺の辭書 
わ押田，佐多,Lattao-Esp.-Jap.-Anatomia Ie一 

minaro, pj・134, 1922らしい.千布，「大成和 

エス辭典」，pj・1696」927 C上卷のみわ!924 

に3）もたしか最初の原稿わH. R.でちったQ 
を（一諾分か,全部か知らないが）,ヽ・R•の 
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人逹CEkz.:川原次吉郎)の活動わついに全 

部N. 1:・に書き改めてしまった.HUU*の 

押田わN.R.であった,が著者千布自身わ別 

にN.1?.でなければならないと信じたからで 

ないことわ,「緒言」中のとても面白い「ロ - 

マア綴に付て」でわかる・IL R・の高尾も热 

心に「布をくどいていたらしい.彼わ本がで 

きてきたのを，私のところで見つけて,いそ 

いで于にとったが,N. Rだったので〜僕わ「 

布さんによくいっておいたのだが……」と悲 

輙した.】Lの「目錄」にわなんとも說明が 
ついていないが,本書のN・R・わdi, du?

■dja, dvu, dy〇 一 zi, zu, zya, zyu, zy〇 の區 

別(N. R.の得意とするところでちるが;;を 

していないし,kwa, gw!も認めていない• 

このことわ注・童を要する.押山がある人に 

「私のところの出版物のローマ字綴わそのわ 

のおのの苦者の门山にまかせてある.例:大 

場,Marista Terminaro,1932.わ Esp.式 K-J 

と答えたのを私わそばで聞いたことあŬ.

N. R.を採川した辭典に岡本好次, 

外4名,「日本藥局方日・瀝・獨・英•佛藥品名登」 

rj.174, 193〇,あり,これわ外J名山の人逹 

の主张の結果であろう、

利エス辭典にわ千布のよリさきに三高エス 

ペラント命編，「日本語エスペラント小辭典」 

1922があるが,Esp・式Rだが，出版者の 

Kaniya Syotenのおやじ中原わカンカンの 

NR •仲間だ.祝弘和がかなり大きな和エス 

曙典を計畫し,印刷も半分ほど進んだが，不 

辛今I1にいたるまで日の目を見ない.「これ 

わII. R.が使ってちるから，N. R.を使った 

千布さんのより,いっばんにわ便利のつもり」 

と梶わ言っていた.近く出版されようとする 

世界最大のNncia-Esp.辭典である，岡本好 

次のI肯C二几」わ丛p・式K.らしい.

Ksp.式R.についてわ他日改めて論じる. 

ブこだ(a) Esp.文小のためのEsp.式ILと， 

(b) □本席の國中問題としてのぬp・式R・ 

とを十分區別したいものである.(a)のため 

のsistemoとしてわ小坂が,(b)についてわ黑 

板勝美がいずれもJapana J^pcrantisto {La 
I'cvuo < rioita 浚行以前のJEAの雜誌)に 

書いている.网者ともH・の「目錄」にな 

い.な扎近來のK.sp.式R・の镖むとしてわ 

绘道省發行,JE.譯のJapanfandoである. 

:Esp・式R,についての硏究が終についてい 

・る.この書でわ Tokio, Kioto, O^aka； Kobe, 

Nikkoなどを例外としているCEsp.-ujoに 

internacieに認められてしまったためであろ 

う・他のものわ,長吾のときわ母昔を更ねて 

いるのに〕，Tokianoなどと普通に使う.(b) 

の點からわ綴方それ自身が問題であり,(a)の 

點からでも綴力のli Otiliojにまだ硏究を要す 

るところがあろうけれども,应P・式R.にっ 

いて調べようとすれば，かならず笫1にこの 

書を見ねばならない，(進藤靜太郞もその 

Redic-tcksto, 1922.にこめ綴方を紹介してい 

る・ス「H.の「目録」の丹妝にわ載せる」と 

H.が私に首われた.

なお,II本ででた 川p・文屮の口ーマ片:做 

の樣式を調べたり,皿p.運動とローマ字運動 

の間の宣傅,硏究などのteknikoの和圧影巒 

(例:最初の束京學生E”)・聯盟わN. B.の 

類似のものに刺激された結果だ一井上廣壽 

藏が當時私に「N. R.にもあるあれをひとつ 

やろうじゃないか!」と・3■った.例:土岐が 

N. R.の歌(?)を作るときEsp.のが參考にな 

ったらしし----土岐談)を調べるのも面山い

がいまわこれにふ扌しぬ.

最後にぜひ・n・いたいのわ,こうゆう平岡の 

「文献目錄」や,菊澤の「凰字問題の硏究」の 

ような文献整理的の硏究が，N. 1：.からどし 

どしでてくることでちる.Esp,にわ詳語そ 

れ13身(文法，辭書などĴ)の硏究が必要であ 

り,それに主として乎をとられ，またその方 

而でわF!ネの 段p.-istojも相當め成績をあげ 

かかってわいるが,平岡，菊澤式の硏究がま 

だまだ發逹しない.II本で出版されたE嘗・ 

書の總目錄の編輯にとりかかっている人々を 

私わ知っているが,今Hにいたるまでまだで 

ない.

7 Sept,附記:Stoj an, Bibliografio de lnter

nacia Lingvo, 1929, Ĝenevo の''Alfabeto" 

のところにわ 475e The Japanese language 

& the roman alphabet: A hhort statement of 

th? japanese standurd Fytjtein, 1928, Toky〇, 

Hoinrji Iliromekaiのみである.ソヾ阪淸交社 

でのKoinaziの會で,私がこれをいったら・ 

山丁館愛橘が「それわけしからん Genĉveえ 

行ったとき話してみよう.G.にわX. R,の 

本がたくさんおいてあるんだ.」と言った・宣 

傅がたらんと損をする.とくにこの種のI!缘 
でわ.



Albert Einstein
_ verie・ D-ro Jun Iŝiŭara

レ ・ trad. Jukio Onoda

Tamen por ĝia realigo ni devis unu al alia transformi* mezuron de 

spaco kaj tempo en ĉiuj koordinatoj per konstanta rilato. Pro tio li plue 

neis la absolutecon de spaco kaj tempo, kaj insistis, ke ili devas esti rela

tivecaj por ĉiuj koordinatoj, aŭ starpunkto de observado・ Tiu ĉi rezultato 

ja vere havis gravan signifon ankaŭ filozofie, kaj bezonigis multe da sin

ekzamenon por la penso de spaco kaj tempo ĝis unu difinita de ni kiel 

komplete aprioria. -

Krom li kiu povis iam kuraĝe montri tiel bravan ideon ?

Post studado kun peno kaj sufero dum pluaj dek jaroj Einstein sup
reniris la duan ŝtupon por formi la ĝeneralan teorion de relativeco. En ĝi 

estas montrita, ke ĉiuj estas komplete relativaj ne nur sole unueca movado, 

sed ankaŭ kia ajn akcela* movado. Por la formado li unue elkaptis 

empiriajn faktojn ĉe kampo de unueca gravitado/ studis kian transforman 
rilaton oni bezonas inter spaco kaj tempo por ke ĝi ekzistos en koordinatoj 

vole moviĝantaj, kaj li solvis ĝin per la geometrio de Riemann,* dum巳 

sukcesis esprimi ĉiujn kampojn de la universa gravitado兴 per pure geome
tria penso. Ni povas diri, ke ĝi estas ja la plej mirinda eltrovo en la 

teorifiziko. Ke la universa gravitado estas komune okazigata de materio, 

kaj dume ĝi estas decidata de geometria karakterizaĵo* de la spaco, au 
nomata la kurbiĝo, signifas alivorte neeviteblon rilatan inter materio kaj 

spaco. Kiam ni pensas kune respondan rilaton inter maso kaj energio, kiun 

li povis plue eltrovi en la speciala teorio de relativeco, denove ni ne povas 
ne admiri por ke vere simetria bela rilato ekzistas inter tiuj ĉi fizikaj pensoj 

fundamentaj.* Kiel signifplena konstruo de la naturo!

La teorio de Einstein fariĝis.la celo de granda atento de la tuta mondo, 

tuj kiam la fakto rimarkebla: radio kurbiĝas pro la suno —unu konkludo 

de la ĝenerala relativteorio — estis praktike pruvita de observantaro de 

Anglujo dankTal la suneklipso* en la dudek naŭa de Majo 1919.
Kaj antaŭ multaj novaj pensŝanĝiĝoj* supreskrib让aj en tiu ĉi teorio, 

ĉiuj estis pien u mitaj de mistera sento, iuj estis korvakaj, kaj aliaj penis en 

konkuro kompreni ĝin. Estas nun ankoraŭ freŝe en nia memoro, kiel multe 

oni ĝin traktis kun laŭdo je problemo pri ideo de tiam dum kelkaj jaroj.

Albert Einstein naskiĝis en Marto 1879 ĉe Ulmo en Germanujo. En la 
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infana jaro li transloĝiĝis al Mŭnchen kun siaj gepatroj, kaj tie estis edukita 

«en elementa lernejo kaj gimnazio. Lia temperamento estis tre meditema, 

kaj li aspektis ofte absorbiĝi en mistera revo, dume li estis lerta precipe 

■en matematiko kaj havis intereson en fiziko. En la jaro 1894 li due trans

loĝiĝis al Milano en Italujo kun siaj gepatroj, kaj post duonjaro li alveturis 
Svisujon por ellerni en ŝtata lernejo en Aalau, kaj post du jaroj eniris 

■en Politechnikum (teknika kolegio samgrada kiel universitato) en Zurich. 

Kaj en la jaro 1900 li elgradiĝis ties instruistan fakon* en la la aĝo de dudek 

unu jaroj・ Oni diras ke en tiuj ĉi studentaj jaroj li jam studis mem pri 

optiko de moviĝanta korp〇.

Post servado kiel hejminstruisto por iom da tempo en Schaffenhausen 

kaj Berno, li fariĝis inĝeniero de patentoficejo* dank al klopodo de sia 

amiko en la jaro 1902, kaj tie restis ĝis la jaro 1909. Estis ja en la jaro 

1905, kiam li publikigis la plej unuan tezon* koncernantan al la speciala 

teorio de relativeco: u Pri elektra dinamiko de moviĝanta korpo." Sed 

estis nur tre malmulte da personoj, kiuj atentis pri tiu ĉi tezo skribita de 

la simpla inĝeniero de patentoficejo en Svisujo, kiu estis tiam ankoraŭ 

preskaŭ ne konata. Tamen en la jaro 1908, kiam la matematikisto en 

Germanujo Minkowski traktis la relativecon de spaco kaj tempo uzante 
tiun ĉi bazon, kaj montris ke fizike fundamentan signifon havas kvardi

mensia* mondo'' formita de tri dimensioj de la spaco kaj unu dimensio 

de la tempo, tiam multaj scienculoj pli kaj pli ekvekiĝis pri graveco de la 

teorio de relativeco. Kaj studado pri ĝi estis sub让e instigita.

La jaro 1905 faris la plej unuan kaj la plej signifplenan epokon por 

Einstein. En la jaro li ne nur fondis la supreskribitan specialan teorion de 

relativeco, sed ankaŭ en diferenca flanko publikigis du gravajn tezojn 

memorindajn en la mond〇. Unu el ili estas pri fenomeno konata kiel 

nomata la Brown-movado,* titolita: " Pri movado aperiĝanta sur ero

apogita en staranta fluidaĵo, okazigita de molekulkinematika teorio de la 

varmo,"* kaj la ekapero de tiu ĉi kompleta teorio estas speciale notinda en 

la historio de molekulteorio ĉe la punkto ja certe rimarkigi la ekziston de 

molekuloj・ Kaj la alia estas titolita: " Pri antausupoza opinio koncernanta 

al produkto kaj ŝanĝo de la lumo,^, en kiu estas traktata, ke energio de 

la lumo ĉiam ŝanĝiĝas kvantume, kaj proponita la hipotezo de nomata 

la lumkvantumo.* Eble ĉiu scius, kiel fiizike grava problemo ĝi estas en 

nuna tempo. Ni povas sufiĉe vidi jam en tiuj ĉi tezoj, ke Einstein direktis
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Sin al la plej teorie profunda problemo en diversaj flankoj de fiziko por 

konsideri ĝin- (Daŭrigota)

tmnsiormi 

sinek zameno

akcela

kampo de tinucca gravitivdo 

la geometrio de Riemann 

universa gravitado 
geometria karakterizjjo 

fizika penso fundaincntii

-•樣な丞力の場 
リーマン幾何學 

萬有引力 
幾何學的特質 
物理學的墓本槪念

instruista fako 

patentoficejo 

tezo 

kvardimensio 

Brown-movad6 

u Pri mox ado • • •

師範科
特許崗
論文
四次元
ブラウン運動

suneklipso 

ponsbanĝiĝo

日创l 

槪念變革

「靜止せる流體內に支へられてゐる粒子に 
あらはれる、熱の分子迹動論によってが:求せ 
られる運動について」 s -

lumkvaniuino 光:M;ハ

換
省
速 

轉
反
加

C369頁より續く）

提灯持ち役し. Totscheがえに氣附か 

すdarfiと同じ使ひ方をした爲に衣くの 

攻擊はこの方而に向けられてゐた。然し 

この點こそKalocsayの狙ってゐた處で 

あった〇エスペラントでは多くの半實が 

人稱的致び非人稱li勺兩方而から述べられ 

〇0 例）へば mi povas — estas ebla al 
nii; mi bezonas — necesas al mi; mi 

sukcesas — prosperas al mi; mi havas 

—apartenas al mi; mi ne havas 一 

mankas al mi; mi ŝatas — plaĉas al 

mi; ktp. Kalocsay は iF•にlici を非人 

稱的に用ひてゐた。卽ちlicas al mi

mi darfas.

だが、Kalocsayも何故かdarfiを好 

まない〇 Darfiの代りにはrajtiでよか 

らうと言ってゐるヽ正にその潜に矛盾だ。 

Rajtiとdarfiとは同じではない。文舉 

的表現を望むならlici 一 darfiの一組が 

あって然るべきである。片.跛では面□ く 

ない。私は將來必ず二の兩者が廣くエス 

ペランチスト間に用ひられると思ふから 

二三の例をこゝに揭げてこの項を絶へる 

ことにする。

Mi «atas promeni.私は散;步することが好 

きだ。 ・

Al ini pluĉas p omcni-散步することは（私

に）氣に入ってゐる。主語は,p ornern4） 

ゝIi darius promeni.私は散步しても好い 

のだ。（許されてゐる。） .

Al ini licas promeni.散步することは〔私に） 

差支へない。（許される。;）（主語は,pg・ 

menic !〇

bli ne darfas promeni・ 私は散步しては上 

くない。（許されてゐない〇）

Al mi ne licas promeni・ 散步することは差 

支へがある。（許されない。）

舉芳:

〇） ゝ［i ns devas promeni.

の 、Ii devafl ne promeni.

この（のはlog keに云へば「散步するには 

及ばぬ」=ゝIi ne bezonas promeni.となるべ 

きである。故に「散步してはならぬ〉」と云ふ 

には（のの如く「散步しない樣にしなければ 

ならぬ。」と云はねばならぬ。然しエスペラン 

トではZamenhof以來logikoをはづれた（«） 

の形を用 ひてゐる。 尙ne darfas - ne licas 

とrae devasはその意味が井常に近い〇

!散步してはな 
/らぬ\

前號重要正誤

頁 欄行 哄 JE
322 14 Kunsido Konferenco

323 -l Antŭen Antaŭen

327 右16,18 men mem

338 左 一8 en(iu partoj. en dii partojn.

〃 右-10 prenis sur si, prenis sur sin,

なほII次屮「大岛筋」尖戶圭一とあるは松

葉菊延の誤リでした。丽氏に御迷惑をおかけ 

したことをお泥びします。
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LA DEZERTO SUB LA LUNO
[Kanto de M・ Katoo ] Trad. Ĉ. Ŝirouĉi

母莎

今

Sur血・

もよ榊气§皆
zer — tosub la lua1 i-en tra Tsab-Ia mar'

Vo ja giVT二｛kes-tas nun so-la, ho, ka-mel-pa.r＞；
1 p?
x u. 曲

ねねun la s巳一!oj be」勾 du
/ f

X--__

绥~~!

^Gĉ-ka- mĉj~ lcj l-ras plu, vi-ce du mar-ŝa5-for.

新了 D血•
—bla-»non-ton|or,

En sい1sa 一 !o trdn-seaIo trdn-seŭjor, lt jam t-tis for !
1・ Sur dezerto sub la lun\ 

“n Tra F sabla mar* 

Vojaĝanta estas nun 

Sola, lio, karnel-par'; 

Kun la Reloj belaj du 一 

El arĝenti kaj el or\ 

Gekameloj iras plu, 

Vice du marŝos for.

2. Kukhs ĉe la ora scl\ 

K1 arĝentr granda pof, 

Kuŝas ĉe arĝenta seF, 

La el or1 eta pot\ 

Alligita granda pot/ 

Estas per granda lae\ 

Alligita eta pot'・ 

Estas per eta laĉ\

Finulo:

3・ Rajdas sur unua seF 

Reĝidef kun la kron\ 

Rajdas sur la dua seF 

Reĝidinĵ kun la kron； 

Ambaŭ vestas same sin 

Per la plej blanka pali： 

Ilo ! Regi卍 kaj Rcĝ din 

Marŝus kune sen halt\

4. Rekte sur la dczerteg, 

K ien do iras du ?

Tra la Viista dezertega 

Zcn por kio dii?

En Ia nokta nebular, 

Naĝas jen kara Iun； 

Peza-pase kainel-pai^ 

Sola for iras nun.

Trans la sablomonton fbr

Ili jam iris for!

En silento transan for,

Ili jam iris for l
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Notoj pri Japana Mito
Kijo Cujubi

I. PROLOGO
Tiezorejo de mitologio — „ Kojiki " — Kvin grandaj mitoj ＜，n 

la mondo — „ Nihongi u — Dioj en la ideo de Prajapanoj — 

•Animismo — Kontinueco de Kulturo 一 しegendo pri „ Birdo - 

Virgulino-Mito, Jfagoromo. u

Nia lando estas la plej benata trezorejo por mitologio. 

De la mita epoko unueco de la nacio neniam estas dis

rompita, kaj ankoraŭ nun severe restas specialaj lokaj 

tradicioj, ritoj kaj kredo. Per la pristudo, mi kredas, 

ke oni povus klarigi la enigmon, kiun neniam ĝis nun 

solvis fremduloj. Por tiel diri „ Japana Mito", oni tuj 

rememorus „ Ko-ĵi kiaŭ Antikvan Kronikon.
Ĉe ĉiuj nacioj, kiam ili ankoraŭ ne posedis literon, ĉion , 

oni transigis de patro al filo, de buŝo al orelo, de generacio ) 
al generacio・ Ĉe niaj prapatroj, estis „ kataribe': rakont

isto aŭ minstrelo inter oficistoj de la kortego, kaj li 

transigis &ujn rakontojn al sia heredanto- Imperiestro 
Temmu (673—685 p. K) por la unua fojo intencis havigi al 

si japanan kronikon, genealogion pri Imperia familio. Kaj 
li ordonis al Ilieda-no-Are sisteme kolekti kaj parkere ' 

lerni ĉiujn rakontojn depost Ia dia erao. Ĉirkaŭ dudek ； 

jarojn poste Oo-no-Jasumaro lau la ordono de Imperiestro

日本种話硏究
擁木淸彥

第一章用說

mitologio 神話學

nacio尺族

rito祭儀

enigmo 謎

kroniko 記錄

litero文字

transigi移す、渡

すC語り繼ぐ意）

minstrelo 吟遊詩

人.抒情詩人

korfego 宮廷

genealogio 系讀

Gemmj(x)(707—714 p. K) kompilis la rakontojn, kiujn Hieda- 

no・Are parkere lernis, kaj li elfaris Ia kronikon, konsis

tanta el tri volumoj, en la kvina jaro de Oadoo (712 p. K)・り 

Ĝi estas nomata „ Kojiki "・ ・

Lau la antaŭparolo de Oo-no-Jasumaro en n Kojikiu, 

Hieda tiam estis dudek ok jara, kaj denaske li estis tiel 

inteligenta, ke li povas ripeti per buŝo, kio ajn renkontas 

al liaj okuloj, kaj engravuri en la koro, kio ajn atakas 

liajn orelojn. Ne bozonas miri ke tia geniulo Hieda povis 
parkere ĉion bone memori, ĉar mi scias,)ke iam logis 

en Skotlando malklera blindulo nomata ĵamij, kiu parkere 

memoris Biblion, tutan volumon de la komenco ĝis la

parkere lerni 暗記 

する
■

la dia erao 神代

denaske li eslis … 
人と爲り、聰明 

にして目に度れ 

ば口に誦み耳に 

拂ふれは心に重力 

す

geniulo 天才
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rezervi 保留す.

貯藏す

tradicio 口碑・傳

aŭtentika 信憩す

べき…ッラニア 

ン・スキチア 

ン■或わアルダ 

イックと種々云: 

われて居る處の 

人類の大部族の 

iiも古い倍憑す 

べき文學的作品 

である

antaŭ i 先行する

•stata國家的

fino, tute precize. <

〇 Kojikiu estas la plej malnova literaturo, kiun oni 

povas trovi nuntempe en Japanujo. Ĝi rezervas por ni 

plej fidele la m让ologion, la morojn, la lingvon, kaj la 
tradicion de antikva Japanujo•め Ĝi ja estas la plej mal

nova aŭtentika literatura produktaĵo de granda fako de 

la homa raso, kiu estas diverse nomata Turanianoj, Skiti- 

anoj kaj Altaikoj, kaj ĝi ec antaŭas per almenaŭ unu 

jarcento la plej antikvan ekzistantan literaturan verkaĵon 
de „ Non-Aryan-India Ĝi estas almenaŭ unu el la 

plej malnovaj ekzistant j libroj en la mondo, kaj ĝia mito 

estas unu el Ia kvin grandaj m让oj en la mondo. Kaj ĝi 

estas grava, kiel la mito, kiu havas ŝtatan karakteron^ 

kontraŭstaranta al Hinda mito, kiu havas religian 

karakteron, al Greka mito, kiu havas socian karak-

說

:religa宗敎的

filozofia 哲學的

socia社會的

popola民族的

mafsupcri - n ・••
に劣る

entrepreni 企てる

partopreni 參與

する

emfazo 誇張 ;

legendo も噺・傅; 

說 ;

primitiva 原始的

l-a imm•••前者わ

混沌を說;いてゐj 
るが後者でわそ?

れが朧げになつ・ 

て屠り、胧げな 

だけそれだけH 
本神話の純匣さ 

が現れてゐる

teron, al Nordeŭropa mito (Germana mito), kiu havas 

filozofian karakteron, kaj alしina m让o, kiu havas popolan 

karakteron.^ . '

Tuj post la dato de ĝia kompilado, plejmulto da 

elstaraj trajtoj de distinga Japana nacieco estis enterigata 

sub surkuŝanta amaso de ĉina kulturo,G) kaj oni ne volis 

malsuperi la ĉinan kulturon, do, oni jam ne estis kontenta 

nur per ハKojiki". Denove la kortego nomis princon 

Ippon-n〇 ・ Toneri kiel prezidanton kaj entreprenis la kom- 

piladon de T historio. Oo-no-Jasumaro ankaŭ partoprenis 

la kompiladon sub la princo. Post granda peno de la 

kompilado ili prezentis al la kortego la verkon nomata 

^Nihongi^1 aŭ, Japana Kroniko, kiu konsistas el tridek vo

lumoj, kaj unu genealogion en la kvara jaro de Jooroo (720 

p- K) de Imperiestro Genŝoo (715-723 p. K). „Nihongi<f estas 

skribita en ĉina formo kun bele ornamita emfazo, tamen 

ĝi enhavas vastan historiaĵon, kiun. oni ne povas trovi en 

”Kojiki・"')Kaj ĝi ankaŭ enhavas malsamajn rakontojn 

kaj aliajn legendojn, kiujn ne rakontas n Kojiki/' Tial ĝi 

ankaŭ estas grava same kiel n Kojiki "• Tamen kiam ni 

rigardas la miton de ” Nihongi J ni rimarkus, ke ĝi ne 

estas pli primitiva o!ル Kojiki "• La unua ilustras ĥaoson,
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tamen ĉe la lasta ĝi estas en nebuleco, kaj tiom en ĝi aperas I 

pureco de la japana mito, kiom ĝi estas en nebuleco?

Dank' al tiuj kronikoj, Kojiki kaj Niltongi, ni povas 
sufiĉe klare ekscii la vivon de niaj prapatroj・ Precipe la 

enhavo de „ Kojiki ‘‘ estas procedo de la mensa vivo de 
la antikvaj japanoj. Nome ni povas vidi pere de „ Kojiki u 

la vivmanieron kaj la vivopinion de la antikvaj japanoj・ 

Kaj en tiu ĉi senco „ Kojikiestas ilia filozofi〇.10 ' La 

ambaŭ kronikoj senkaŝe priskribas ĉiujn homajn aferoj n \ 

de la personoj en la mito. Kiel ekzemple, dio en la 

mito lau la kronikoj ne estas absoluta, kiel ni pensas 

abstrakte sur religio, kaj ĝi estas alia nomo de niaj 

prapatroj.11;” Dio" (japane kami) ne estas objekto de 

religia kulto, sed ĉiu personaĵo en la mito estas „ dio "• 

Dio aŭ majesto% (jap. mikoto). Kaj kami kaj mikoto estas 

sinonime uzataj en la mito. Nome dio estas samtempe 

majesto, kaj neniom ĝi signifas religia n sanktecon.^
Primitiva koro de niaj prapatroj ne povis krei esĥato- 

logian dion. Ili ne imagis aninan superhoman special- 

aĴ°n krom homo. Ili estas la popolo, al kiu mankas 

meditado, kaj ili ne vidis „ dion'' krom homo」*1)

(Daŭrigota)

prccedo de… 古代

日本人の精神生

活の過程

viv?opinio 人生觀

absoUita 絕體的

abstrakte 抽象的

に

escatologia 來世

的な.--〇來

世觀.一 a milo

世界終滅神話

superhoma超人間

的

medito瞑想

り Mi priskribis lau la antaŭparolo de Oo-no-Jasumaio(n “Kojiki", 

kaj laŭ diversaj verkoj pri ,, Kojiki ".

2) Al. Suzuki:["占事祀物語」卷上.” Rakontoj el Kojiki." p, 〇.
3) J. Okainoto : n Japana mito iau Keĵiki." en n La Revuo Orienta/4 

jaro 1925, p. 158.

4) Basil ir. Chamberlain: n Ko-ĵi-ki " or n Records of Ancient niat- 

ters/' Tran^ator^s Introduction: p. ii.

5) T・ Ooniŝi:「古代純 FI 本思想」Ĵ,Pura Japana Ideo Anti kta u : p. 2.

6) ' B. H. Chamberlain : sam oke・
7) Nuntempe oni nomas ĝin „Nihon-ŜokiH aŭ n Jamato-fumi.u

8) 卜 Kuroita:「日本書紀」”血円か〇 Kroniko u, antaŭparolo.

9つ H. N isi mura:「大和時代」„ Jamato-epoko n, p. 504.

10? T. Oon isi: s. L p. 3.

1〇 M. Suzuki: s. I. p.12.

12) Mi esperantigis tiun Ĉi vorton luu B・ H・ ChamberJain : .«?. I. 
p. XVI.

S. Iŝikaŭa : 記神話の新硏究」„ Nova Pristudo sur la Mito
laŭ Kojiki/4 p. loj. 14

14) B. f □本國氏思和史講話」n Lekcio pri la Historio de
Japana Nacia Ideo." p・12.
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E "ア角も 
〇t 〇矣

慣例に依り去年Krakovoに於ける第23囘 

萬國大會の佥頭Bujwi（l博止は、滿場の歡呼 

を浴び乍り席を立ったC

博士は佛國の有名なる科學者Pasteur敎授 

に師爭した昔を器り、此の度人命を巴里に招 

引するに當リ最高後援者たリしroumer前大 

統領が、不幸にも兇徒ろ丁・に仆れた游を哀悼 

し之に代って後援者となりたる現大統領ろ好" 

意に、深甚の敬意を表した。
博士は第2』囘薦阈エスペラント大诈の開 

會を宣言し.次の樣に大令役貝を選定した。

宗近眞澄

大會の巴星

巴里へ! 巴里へ!

花の巴里へ!

巴里へ! 巴里へ!

世界の祁へ!

不景氣の貝只中を 

多顓な旅費費して...

けれど同志の關心は 

巴电! 大命の巴里!

汽卓や汽船で

白勤車や飛行梭で

參加は三十六ヶ國 

同志は一千六百・人

綠の星の旗の下

語るは同じ國際詰

同志よ! 互に手をとりて 

祈らん眞の世界平和を!

と惠須平郞氏が端的に感激を表現して居る樣 
に.第24囘萬國エスペランI、大會は、7刀31 

口からS月6 口まで.花の巴里で盛大に催さ 

れた。

開會式
7 31|| （口曜EO午前十時

Sorbonoの大同形劇場に於いて・前巴里商 

業會議所會頭Andre Baudet氏司會の下に始 

まった。
流石の人劇場も立錐の餘地もない程の滿員 

で・來倉者は無慮三千人。其の內で牛數は工 

スペランチスト、半數はネエスペランチストc

軍樂隊が佛関西國歆｛ラ•マルセーユ》を 

奏すj

名譽为頭 Baudet 氏

會 頭 Warnier 氏

副會 頭 Bastia n 將軍 ArcliLeacon 氏

Robertson 氏 Carmto 氏

Schrnalzl 氏 Stettler 氏

Indra夫人 1 itlik 氏

Schoo!氏 西村瑞月氏

書 記 Krcuz 氏 N（.陀】1氏

Mcrchant 氏 Coutt au 氏

Dubois 氏 Bormet 嬢

Baudet塔譽會頭は佛國人統領代理、首相 

代理、其他政府諸代表者及各國民を代表して 

參加して居る千六市人の同志に挨拶の歸を述 

べた。
次いで Warnier會頭はZamenhof博士を 

囘想して、日を夜に繼いでペンを手にして傕 

まず攬まず働き拔いた我等のゝbj-t 〇の殘し 

たる大業蹟と、共の尊い努力の恩惠で今口我 

等が此處に相卸して、國際共通語に依り相互 

に溫怙:を交し得るのだと語った。同氏は1903 

年にエスペラントの學習を始め、1905年の 

Boulogne-f：ur-merに於ける第1囘萬國大會に 

參加して、勝利の口は旣に目前に迫って居る

と思ったと云う。1914年には巴里で第十囘人 

會が開催され.丁度此の日に開會式がおわれ 

參加申込の同志の數は實に三千有餘、空前の 

盛況であったと述べたゝ當時に比較してエス 

ペラントは果して進步をなしたであろうか?

此の大會後援者に十一の人臣の名があるが 

を擧げれば、I•分に納得出來るであろうと誰

った。
終りに佛蘭西語で來會の新聞記者囿に好•意 

を感謝した。 ・
^ferchant氏はICKの會頸として來會者一 

同に挨拶した〇

國際聯盟の代表者としてはIkhgŬ氏（國 

陈勞-働事務局］とFGlot夫人（國際智ポJt& 

カ委員命）とが挨拶した
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政府代表としては獨逸其の他ハヶ國の派遣 

員の挨拶があった。。
各國エスペラント團體代表の挨拶があり. 

日本代表としては鈴木正夫氏が挨拶した。

Garnier氏は之等呦體代表者に對して遠路 

參加の莎を謝したる後、佛闕西詔で新聞雜誌 

記者圍に謝意を表した。
BKh氏は薔薇の花環《ESPERANTO» 

を、通稱 Speranto Patrineto の Tuschinski 

女史に贈呈した。同女史は九十餘歳であり乍 

ら壯者を凌ぐ元氣で.ニ日の旅程を遠しとせ 

ず遙々Dancigoから參加したのである〇

AVamier氏は大询更期大學への川席を勸誘 

した後、佛闌西語で軍樂隊に其勞を想謝した。

我辱の淫歌《ESPERO»の奏樂と合唱と 

で莊嚴裡に開令式は終った〇

第一河協議會8JJ1日（:月啖日）午前中

ICK會頭Merchant氏を中心に開かれた〇

Morris火人（阈際補助語協會）の挨拶。

Hovorka氏（細納國際エスペラント博物 

館）の挨拶。

Nierinann孃の挨拶〇同孃はKolnで三ヶ 

月講習を受けて、エスペラントの學習に容易 

な事實を示し、褒賞として大會參加旅費と無 

料參加券とを得た人である。

次囘の大會開催豫定地たるKo：nの市おの 

祝伍披盤に一同拍手した。

11程中の 主なるものはOlĤvnnger博士の 

< Arto individui koj kolektiva ・ と題する講 

演でちった。

Kreuz氏は各地から寄せられた祝爼を披露 

したが.ブルガリヤ文部大臣からのもの.もち 

った。
Arrojos氏はValenciaT|jgの名で市會は同 

市にD-ro Zamenhof街設遥の件に決議した 
爭を發見した。宀

Warnier 氏の” Galerias I^afajette u 百貨店 

に於ける屮念の知せで會を終った。

第二囘協議會

8月4日（木曜H）午前中

^lerchant氏は】CKの活勤狀況を報吿し・ 

Scherer氏やSteiner氏の宣傅旅行に就いて 

述ぺた。

Favre］氏はエスペラントのラジオ放送の狀 

況を述べ・1931年中26筒國の126放送局に 

於けるエスペラント放送囘數2006と云う數 

字を示した。

Applebaum氏はエスペラント運動統一論を

述べ• ICK, KB, UEAを三］!聞の刖3に喩え宜 

しく 一丸となして立派なるオムレツにすべし 

と力說したc

Kreuz氏は之に答えて、運動統一に就いて 

はKRやUEAの會■合でも常に論議される 

事を說き、オムレツを燒くに際しては料理人 

は十分に注意して、焦し過ごさぬ樣にして貨 

わないと消化に困るなどと諧誠を交えた〇

Gigli氏は開會式に列する事が!1|來なかっ 

たので挨拶を兼ねて話をした。

エスペランチストは不斷に種を播いて居る 

が、或は緋すがを忘れて居るのではあるまい 

か。エスペラントは遊び道具ではない。我々 

は常に直拿な態度でなくてはならない。

大H的に對しては同志の總努力が最も緊要 

である。我々は綠の家の一家族として相提携 

して、障碍を排除して目的に向って邁進しな 

くてはならない,今や世界は危機に就而して 

居るが.此の難關を突破するには同志?協力 

一致の外に途はない事を力說した。
Krysta氏はエスペラント發咅指導の不耍 

性を高調した。

Lidjd Zamenhof壤もKrysta氏と同意見で 

あると述ぺた。
エスペラント運動統一間題に就いては 

North氏其の他數氏の論議があった。

ゝ【erchimt氏の感謝の辭で閉會。

第三囘協議停8 B 5 fi （金曜□）

Karsc I氏はUEAに就いて戟吿した。其

報吿に依れば］93］年に於けるUEAの勢力は

賛助員113人 
維持會員499人 
終身會員125人

Lajarte氏はしKと

正會員2789人 
購讀今貝5229人 
名譽會員 2）人
合計 883。人

Akademioに:就いて話

した。第一河人®以來の唯一人の皆出席者た

るAVarden氏が病氣の爲めに學士院長をも辭 

するの餘儀なきに至り、此處に姿を見せなか 

ったのは實に淋しかった。

市姫で接見があったので此の協議會は短時 

間であった。

閉會式s n 6 〇 （土曜□）午前中

Merchant氏司會の下に行われた〇

Jung氏は巴里の地方委員に其の懇切なる 

應待を感謝し.來年Kolnの第25囘人會に 

當っては人々的參加を希望する旨を述べた。 

其他數氏が挨拶や希望事項を述べた後一 

cham氏の閉會の辭で感激の大會は終りを吿 

げた。



5S9

〇 E. S.秘季總 （定時）

マヨール氏の講演放送
IK disaŭdigas paroladon 

de Major
第一囘北海逍エスペラント人會からの歸途 

ヨセフ•マヨール氏はエスペラント普及會幹 

事井上照月氏と同伴、九月十三II.札覘に立 

寄り、十四日■札幌中央放送局で「日木とハン 

ガリャとの友誼」といふ 

題で・井上照JJ氏通譯の 

エス話演說をゝ午後六時 

半から約三十分間放送し 

た。十五"の夜は、狸小 

路明治製菜三階で歡迎挫 

談會を開いた。出席者約 

ソ5名〇數名のfraŭlinoの 

顏も見えた。兩氏は更に 

16 □午前小梅に赴きゝマ 

ョール氏は當夜小樽愛善 

俱樂部で「束洋と西洋」と 

題し、約一時間にわたっ 

て講演した。講演終了後 

座談會にうつり、マヨール氏の【I木語の挨 

拶.井上氏のエス課「麗人」の獨唱などあっ 

て出席者を喜ばした。

C小梅福田仁一氏報）

9月13ロ（火）18 30分大江ビル例會

會場にて21名を以て開會。議長に佐々木祐正 

氏を推す。績いて會計報吿ーー西村委員一 

の後補缺委員の選擧あり、土師孝三郞、松本 

鼎二氏當選。次いで委口改選を行ひ、桑原利 

秀、黑崎誠、進藤靜太郎三氏當選され會を終 
る。尙任期は補缺委員昭和8年3月迄・改選 

委員は昭和8年9刀迄、舊委員は下記の諸氏 

であった。

大崎和夫、藪田新一郞辭任

西村正雄、牧澤縣吾.野々村一雄任期滿了 

總會後初委員會を9 JJ16HC金）開催に決定6 

會後例會を開き恒例のB. 〇.批評會を催し 

た。（委員K. I.氏報）

全國學生エス會へ
來る大會に例年の通り學生分科會を处京學 

生エス聯盟の主催で開催 

します。これは咋年の京 

都の大會に於ける學生分 

科會の決議により全風學 

生エス聯盟（京都大會に 

て結成）の總會となみ 

もべきもの故振って參 

加願ひます。エス 

會を有する各學校 

は（柬京地方も含 
む）次の二項に付 

きーを選びます。・

1.各學校エス會より' 

代表者を一人以上送る茅

2.代表者を送り得ない會は必ずその會■の槪 

略〔會員數、講習の情況等:）をĤ本エス學讦內 

學生分科會洋備委員會宛に送られたし。

學生分科會準備奏員倉

香奠返しにエス書

本會終身會貝加藤完二郞氏 

は今春令兄を失はれたが・そ 

の際香奠返しとして「愛の人 

ザメンホフ」.「歐洲親類めぐ 

り」その他數種のエス書籍を 

配布された。その結果二人の 

人が今學會の初等講習に出席 

してゐる。

軍隊て實物敎育

名古屋エス會の名物男

,,Kamparano "橋术春一氏は 

H下近衞步兵四聯隊に在營中 

であるが、海外同志から盛ん 

に手紙が來るので・將校連も 

エス語に興味を持ち、すでに 

學習をはじめた者もある。

Ekspozicio •
仙耋エス會では十月中旬工 

ス展覽诃開催の豫定。各地方 

命の機關誌の寄贈を望みます 

（仙臺市毘琶首町48金子方仙 

黑エス會宛） • ' •

Radio ・ Enketo
HKの紹介により仙凍工 

ス會の取扱った答案數は は・ 

K p.の如何に容易であるかに 

答案訂正者は今更ながら一驚 

を喫した。（SES高橋書記献）

エス語の看板

宮略エス會創立以來書籍収 

次會場提供等多大の好意を寄 

せてゐた文華堂書店は新築落 

成と共に從來の看板の英語を 

エス語に改めた。てMFS很）
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岸和田エス會箔二回初等講習會

中央米山命長夫妻.その右満師南晶世氏

松代の夏季講習會 

前列中央が講師栗林亨氏

p
瘫ひ
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各地方•講習會
Esperantaj Kursoj
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名古屋 名古屋エス會では9月!2JJの會合 

で.今後毎月1囘幹部が中心となリ會話練習 

令を開き、出席者は一切日本語を使はず違反 

者から罰金徵集のことに決定。尙每水曜の硏 

究會、木曜の中等講座續行中。CN. E.S.竹中 

妥員弘

仙臺〔SES〕女ゝ!“rki輪肌 每週水&E打 

午後6時半一7時、於新事務所。^Zamenhofa 

Legolibro輪亂 Marta輪讀後9時迄、十四 

五名内外每转出席あリ、かなりの盛角。（SES 

高橋秘書報）

大阪9月から每土午後7-9時、北區福匕 

大仁王仁日!®學校靑年部主催.同校で命話を 

主とした初等講習。受講者14名。用書:短期 

講習書」。講師N. S. S.の兒め氏（細川氏報）

京都〔同志社中學〕第二學期屮等エス講習 

=9月1211よリ每週月・水•金放課後約1時間 

宛。講師西村氏。受講者15名。用書「イソッ 

ブ物語」。初等不H開講。（同校エス今報）

松代C反野〕〔松代辔察署〕初等=7 n 4 II 

一 8丿J1Ĵ4日。用書:竹內氏「エス第一讀本」 

中等=8ヵ29 ロより每適月・水•金午後7-S時 

30分:用書「基本エス敎科書」。講師、兩科共 

栗林亨氏、なほ適宜學會レコードにより」＜：s・ 

pero ； , Tagiĝo 'を蠻聲をはりあげ練習中。 

★夏期初等=S月!8IJ-3!□。松代商業校で 

女子部=午前S n s：15分一10時45分。男子 

部=午後2時一 4時30分。用書、「基不エス 

敎科書」「イソツブ物諸」。受講者、女子3名・ 

男子1〇名。諜師栗林亨氏c今囘の受講者は一 

般に敎育程度高く、講義が意外に早く進行し 

た。☆初等=9 f］1日-10FL ノ「・前 9 峙一］1 

時30分°用書「基本エス敎科書」。9 JJ 6 II 

ー。柴町栗林紀道氏宅で。用書「基本エス毅 

科書」。每週火•木。午後8時-9時3C分。講 

師栗林氏。受講者兩囘を通じて6名。（栗林 

氏報）。

亮穗（福岡）〔嘉穂エス會:）第6囘初等=9 

川9日一10月20日・每週月・木=用書「短期溝 

習書」。なほ中轸科はラヂオ聽講者を迎ふる 
ため「中等議生」により繼績し、當分ザ賴衣 

休講。C野見山丹次氏報〕。

岸和田〔岸和田エス會;）第二囘初等=9月 

19日ー】〇月18日Ĉ講師南晶世氏。聽講者 名。命 

場、エス會が務所西方寺。期間中一回の茶話 
會とー・囘のピクニックを持つ。今後ニケ刀間 

每n曜例&を開く豫定。（西川書記很:）。

秋田7月20日から三十口間・每日乍後3 

時:一 5時。初等中等連績。用書「孤習用書」と 

「カルロノ。講師山田勝适氏。受溝者3名。

束京〔JEI〕初辱=9月13日一］1川1□。 

毎火•金〇午後7 1吃  9時。講師宗近谟澄氏\ 

用書丨講習用書」。聽講者18名。★中等=9 

月15日一1?月8日。每週木曜午後7時一9時 

講師小坂狷二氏。用書「ザメンホフ讀本I」。 
聽講者】9名。★命話科=9月1214一止月5" 

毎週カ曜午後7時一 9時。講師Karl Maier 

氏，初口豪雨のため聽講も漁想より少く 7名。

東京〔JEI〕會話科聽溝者追加募集

K ijo Cujuki, 1412 Ikcbukuro, Tokio, serĉas 

amiko!! aŭ amikinon, kiu bonvolus kua 

samideana amikeco helpi al li la verkadon, 
iiuuonmnui 皿 110iUB!!10 型 iLUllUUUUU：101
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製絲工場で講演

長野縣西條村の木六エ社製絲埸本 
部で9月3 H開かれた修養會の席

上でエス語に關する溝演があった。講師は栗 

林亨氏、演題は「械1際共通語エスペラントに 

就て」。約四十分に亘リエス語の挺生から現 
めの普及狀態に至るまで说明、250名の20歳 

前後の女性、十數名の監怦等に多大の感銘を 

與へたc翌6 口は松代の同就松代工場で同じ 

講演があった。聽衆三7i・數十名ゝ.二囘共.終 
了後:「エスペ-口」、「タギーヂヨ」のレコ 

-ドをかける。後に殘って幾度も聞きたい者 

續出。講演の終り際に簡單な會話用句を敎へ 

たところ、外へ出ると、あちらこちらから小 
さい聲で1'ankon ! Dankon !を浴びせて講演 

者を面喰はせた。

7里の道を講習會へ

〔烹崎エス會〕BKエス講座の中繼實現を 

機會に新聞を利用して宜傅、縣下に多大の反 

影を呼び起した。9JJ19日開購の初等講習は 

受附を開始したが•中には7里の道を自轉車 

で通はうといふ熱心家もある。（MES報）

尼崎工え會設立

進曲、桑原兩氏を溝帥とした初弊 

講習會終了後・每適木曜・午後7-

リ叮、桑原氏の指導で【捷徑」硏究屮であっ 

たが.满習生十數名を中心に9月8日尼ヶ崎 

エスペラント會が創立されたcが務所は市立 

商工實修學校內。令畏前代議士中馬興丸、總 

務村山校長・會計小品敎諭.其他圖書部、計

尼ヶ崎

OESのピクニーコ前列左から=■進藤.桑 

原.松本氏。中=奥村■隅田、多山、野村孃, 
後列=松田.村井、奧村、俣野、川村氏。

遵部、記錄部、會報部の各衣員決定、宣傅普 

及硏究に活動することになった。

Pikniko
〔夫阪エス會〕S月28 口夏期Pikniko開 

催。參加者M名.行先貫面公園•勝尾寺。上 

上の天氣、创戊2（分阪急梅田を.Verda Stan

dardo と此所で買込んだakvomelonoと共に 

出發。箕面瀧に】（時着、休憩、持參の辨當を 
PH く 〇 Babilado や portebla fonografo に興を 

盡す。!2時再び出發.山道をkantadoをや 

りながら登り.1時過ぎ勝尾寺に着く。鐘樓 

の傍に御輿を据え、緊急動機により山宀〇- 

nielonoを御馳走になるc仓後不堂石段に揃 

って、松本乞監帑の合圖（寫浜參照）で伊藤. 

西村兩委員が紀念撮彩。愉快に時を過ごし、 

IIのかげる頃下山、1"キ過ぎ歸阪した。三高 

エス會の川村君の客加したのも嬉しいことの 

一•つであって、近來にないよいI【曜を持った。

（委員K. L氏報）

同・志。往•來
〔敦賀エス前〕8 n15日京

郝平安エス會川原氏笠5名來 

敦、松原公園近-くに合猶。!9 

日午後!時から綠濃い同公園 
で Verda Kunsido を持つ 〇 

京都3名、敦賀F-ino大和田 

外2名,

〔横濱エス協扇〕Verda

Jupiteroには初秋と共に新顔 

も交り淸新の氣锻る。腔澤鏡 
雄氏等の先笊も時折訪れて濱 

の若い同志にbona i inpli I-oを 

與へられる。同志諸氏の參加 

を待つ。（每木午後:時から伊 

勢临町冇隣堂階上で）。

（富盛氏祁D

〔大連エス會〕同志大橋介 

二郎氏を長春よりの途8 JJ 

10日餡地に迎へ、翌日滿洲文 

化協會で週例命を兼ね歡迎會 

を催し・旅行談を聞いた。13

IIにはロシア喫茶店ヴィクト 

リアでタ丈を共にしたn參命 
者7名。（徳安氏很）

〔京都エス聯盟〕1511夜ス 

夕一食堂川町支店でハ丿J例 

會。尖戶、高石兩氏の「紀伊 
畏岛の Somera liejino」、近Ĵ& 

氏PBasic English側面觀」、 

ハ木醫博rKadio講習」およ 

び新刊批評等。例會は加川15 

日上SBの場所で開かれる故. 

密って出席せられたい。
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★揭載料金學會會員外 VADPCD/lNnA diva 學會會員年一囘限り無料 
一囘3〇錢・揭載誌贈呈RUnLorUrlJA FAbU ★二囘目から一囘ie錢宛

★木劇に揭載の力は少くとも一河は責任をもって必ず返信のこと。違犯者は以後揭載お斷リ★

し=letero, P. = poŝtkarto, IP. = ilustrita poŝtkarto, PM. = poŝtmarko, E^=esperantaĵo, G.= 
gazeto, Mnr. = monero, dez. = dezi ras, kore. = korespondi (kun, per), is.=inteiŝanĝi, bf.= 
metu PM. bildoflanken, kol.=kolekti, kĉl.^kun Ĝiulandaj (gesamideanoj).

Japanujo

S-ro Munekazu Ŝi mizii,268 Iĉinokura-maci, 

Oomori, Tokio, 24 jara apotekisto^ dez. kore-

S-ro Sasaki-Ken, Nisikikan, Iligasida-inaĉi, 

Ok aj ani a, dez. kore. pri "Kino" kci.

S-ro I toi-K i yosi, Iinakoji-Ŝiĉihonni acu- 

Niŝi, Kamigjo-ku, Kioto, 24 jara arta gluisto, 

de乙 kore. L. I\ 1 P.1G. kun eŭropaj ges-oj.

S-ro Sakai Ilaruo, Tano, Wakanourat \Va- 

kayamaken, dcz. is. II\ kci.

S-ro IsaiLU Nisimura, 36 ^lacunoki-ĉo, Ŝi- 

mogaino, Kioto, knj grupanoj dez. kore. kun 

Nov-Jorkanoj kuj Azianoj per IP.

S-ro A. Kanda, P. 〇. Box L Naogata, 

Fukuoka-ken, (36 jara kalkulisto) dez. kore. 

IP. L. pri diversaj temoj kci., is. Mnr.

S-ro Ilajaŝi Cukasa, Niŝikimaĉi, Kinsen, 

Keihoku, Koreujo, * kompaniano de petrola 

kompanio, dez. kore. IP. (bf.) kaj ankaŭ dez. 

komerci kun eksportkomcrcistoj ĉiulandaj, 

diversajn kuriozaĵojn. •

S-ro A. Ebin3, No. 21 Niŝino, Jamesii”» 

Kioto, dez. kore. L. P. IF・ ktp. kci.

S-ro G. Tominiori, 9J0 Minamidta-maĉi^ 

Jokohama, kaj liaj amikoj dez. kore. L. IP. 

kĉl. *
S-ro Saŭada Takesi, (horloĝisto) ĉe Ĵikoo- 

doo, Tamaĉi, Isuhuja-uoo^ Nagasaki-ken, dez. 

kore. kci. fervoraj por kune akiri pli altan, 

gradon en lernado de Esp.

S-ro Seiŭ Sogen, Motomaĉi, Keiĵo, Koreujo, 

dez・ kore.

Germanujo

S-ro Jos. Koch, Rhcinbrohl (sipud la Rejno), 

Kirchstr.17. dcz. kore. IP. kun japanoj.

S-ro Hans Liebeck, Hermann Koppen, 

Berlin-Lichtenberg, Eitelstr. 53, 27 jara

Komercisto (nepo de japanino el Hakodate) 

dez. kore. L. PI. (bf.)

S-ro Edgar Yeschke, en Potsdam, of 8.32» 

Kastanienallee 31,(/ermanujo, dez. sciiĝi pri 

japanaj moroj, kutimoj ktp.

『亦;匚:Praclical Civil En- 
逻…竺! giueering 1 /I ⑺ 

C全誌英和對課脚註附の雜誌 

であるが.獨.佛語の頁と共 
に「エスペラント講座」欄が泼 

けられてるる;）。

月刊GL （9）丨聽取者の聲」 

欄中、「エス放送を中繼せ上・ 

諫早エス命」「答・外からも澤 

山の御希望者もあられ、當方 

の愈見も同様でしたので云? 
々」。

中學敎育38 （8- 25）卷頭 

「意見」欄に「我國に於ける工 

スペラント運動——文部・内 

務兩大臣及滿洲政府への陳情 

—高橋邦太郎」。

松影（松R商業學校々友令 

報）12（7.12）「國際補助語ヱ 

スペラントと商業一ー東村」

ニ 助語エスペラントに就て——

キ•リ•元・キ・帳•東村」_______________

一…… —・・ Dĉ Java Bode（:ジャヴ:）8.

j新聞
中外日報8・10ザ 

メンホフの人間學

に就て一藤谷勳

日州新聞8.16-21.國際語 

エスペラントとは何か?—— 

堀內恭二

佐世保新報8.26本社後援 

でエス語講習會、九月一日か 

ら十□間於會議所……講師は 

泉氏

九州新報エスペラント學 

習の獎勵一野見山丹次氏

肥筑日々新閱8-13.エス 
ペラント學習のすゝめ—野 

見山丹次

東洋•新聞611-3〇.「國際補

!〇. Propaganda Esperanto 

良の宮武正道氏訪呱の記事)
Bataviaasch Nieuwsblad 8* 

!〇, Seido Miyatake, Bestu- 

deert inheemsche folklore en 

talon.(記事屮Esp・に音及)

エス語の標題

批判 しa Kritiko Socialista.
東の星cパハイ機關誌）— 

IJorgaoo monata de Bahai, La 
stelo orienta. Cなほ標題の横 

にAbdu^-Bahaの言葉エス譯 

あり）
東洋民嚴（小倉）一 S Tojo 

Mimpe.
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笫二十回H木工スペラント大會 

La XX・ Japana Kongreso de Esperanto

C La 15 - 17. de Oktobro, en Tokio )

1. 日程 TAGORDO
1- a Tago, Sabato, la 15. Okt.

Ejo: Teikoku Kjdiku K aikan, HitocubaSi, 

Kanda.

12.00 Malfermo de 1'akceptejo

14.00-16.30 Malferma Soleno

16.30- 17.09 Ĝenerala kunsido de JEI.

19.00-21.30 Kongresu Univeis*lato.

2- a Tago, Dimanĉo, Ia 16. Okt.

• 9.00-12.00 Falcij Kunsidoj (aranĝotaj en 

diversaj 】okoj)

Ejo : II&-sĜ K aikan, Moto maĉi I-I, Ilongo.

13.30- 16.00 I-a Laborkunsido (Temo dis

kutota : Instrumetodo. Demonstracio : 

Pri parola metodo, de S-ro Ĵ. Iŭoaitu).

16.00-17.00 Vizito al Esp. Ekspozicio.

17.00-19.00 Komuna Vespermanĝo・

19.30- 21.30 Amuzoj.

3 a Tago, Lundo, la 17. Okt.

Ejo : Hĝ-ĥo Kaikan

9.30-12.03  Kongresa Universitato

13.30- 14.30 „ (Paroladoj)

14.40-17.40 2-a Laborkunsido (Raportoj 

de Fakkunsidoj; ĝenerala diskutado de 

la proponoj; invito de XXI).

Ferina Sole no

18.00-20.00 Adiaua Vespermanĝo・

2. 會場の變更

第一會場は前報通り帝國敎育讦館(神山區 

ーッ橋通り)

第二會場:第2 □午後以降の諸會は 

本鄕區元町!の】寳生命館(市電、省電 

共水道橋下車、徙步約2分)

分科會は各所に分離して催す、曲場は第1 

日會場に揭示します)

3. 參加申込み

本號に添付刀參加巾込票乂は下記嫌式〔は 

がき乂は成るべくはがき大の紙に)により 

參加费を添へ、束京市本鄕區尤町1ノ2! ロ 

本エスペラント大會準備委員會宛（振替を利 

用される場合は東京1132“番日本エスペラン 

ト學會宛）即刻御申込み下さい。

氏名C振假名付］ 

住所c明瞭にお書き下さい） 

所屬會名（單獨ならば單獨と） 

畴漳會"6 □晚姿（出席の有無）
117 H噪餐（同上） 

宿舍（耍不要） ；

分科倉（參加希望の分科會名） 

大盒參加越費（何々のカ法で〕支拂ふ 

着京 何月何H何時何分何驛着 

備考（希望其他の通信）

注意:Cl）大會參加會費50錢

C2）晚餐仓、分科會の準備がいります 
から御申込みは至急に願ひます。

¢3）十月五口迄に御申込みの方には人 

會報導Kong. Bultenoを送ります

4・宿•舍

神川匾駿河秦明治大學前駿河崑ホテルに特 

約しゝ朝父付一泊一圓・但し御一人一室を希 

望される場合には朝食付一泊二圓より。

同ホテルは兩會場の中間に位し、展覽倉埸 

に近く、至便の地にある。

5•晩餐會

第2” C1CI!午後5時）及び第3 □送別晚 

餐會C17H午後6時）共、各晚餐會費90錢. 

然し大いに御馳走があります。

6.分科會

開催旣定分科會（會場）

鐵道分科會（束京驛前鐵逍クラブ）

醫摩分科會（16日11.30より本鄕お茶の水 

文化アパート.畫をしっゝ開催、會費・' 
::80錢位） .… ；

文藝分科會〔日本エスペラント學會）

科學分科會〔同上）
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UEA分科會C同上）

佛敎分科會I同上;）・

大本分科會（未定）

希望社分科會（市外西大久保希望社） 

學生分科會（未定） •
プロエスの友分科會（未定） 

Esp.敢投法分科會（未定）

注意:（〇大會參加御巾込の際分科令參加希 

望の方は必ず分科會名御紀入の事 

（2）會場はなほ幾分變萸あるやも知れ 

ず、Bulteno及び第一 H會場でお 

・知らせする。

!大宝中の畫食 1 "辽,

第2日寳生令館に於て35錢で!unĉoを仕 

度します故御利用を。なるべく前Hに食券を 

御求め下さい。

8餘 興

餘興委員が大車輪で灌備屮で蓋をあける迄 

は桂秘だそうです。出し物が多いので第2H 

晚径會後では時間が足りぬ場合には節!日大 
學の後の吋間をさいて催します。

9.大倉大學

Parto I. Kulturscienco

Pri Orienta Politika Filozofio :

Ĉ. Fuĵisavx . '

Kio estas la Orienta Kulturo :
Ŝ. Izumi.

Parto U. Naturscienco

Scienca ĵonglaĵo kun bestoj : II. Oka.

Parto lli. Esperantologio

名詞と側在形容詞との數の一致:

佐々城ffi 

Esperantologio私見: 岡本好次

E8p.-logioの對象と方法: 高 木 弘

.Esp.動詞の自他動性: 小坂術二

10.おこと巾り

CI）本年人會に鐵道割引をしな加ったのは 

前東京大會にも地方からの參加者が定員に不 

足し・不況の今年百人の規定使用者を得るこ 

とは不可能事と思ふからです。

（2）遠足を催さぬ理由は東京附近では仝然 

遠足に適した處がない爲めです。

11•大倉準備委員

委員畏 美野山球磨

委員 青木武造.石黑修、石黑喜久治 

石黑捷三郞、石田義明.仞藤己西三、泉 

茂嫌、礬下順太郎、浦良治、大井舉、尾 

..崎行那・大木克已、大烏義足、岡本好次 

小高英雄、小野m幸雄、梶弘和.神は祐 

光■川原次吉郎、城戶峪益敏.木下竹史 

佐々城ffi.多羅尾一郞、角山再久治・轉 

木淸彥、中村伯三、番場善次刘人馬場淸 

彥.藤潭親雄・南孝夫・欠島英男、由里

婦人部委貝・阿部千代子・大橋明一了・•岡 

木愛子、佐々城松榮・三宅ひさの・栗山 

力、づ子 ハ ・

會場保委員・大橋介二郞.寺喜久治 

宿舍係委員 福富義雄・下村芳司

會計保委員 俠澤まき子・三石五六

會報係委員 池川淸.宗近浜澄 、

餘興係委買 田代晃二、里吉重時、栗山
五百枝 ？

庶腐係委員 番記長堀眞道・書記里吉朮

時.刀、此木貞次郎..小坂知二.北原二郎

エスペラント展覽會 

第二十回日本エス大會紀卷—

會 期 10月14日一18日
會 場 東京堂展覽會場 

主催東京堂エスペラント部 

/… ・一 後 援

財團法人日本エスペラント學會

エスベラン ト普及會
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ト初等讀物
小野田幸堆

Malfacila situacio
• ・・ ••••■

S-ino Novedzin, kiu edziniĝis antaŭ 

kelkaj semajnoj, alkuras en la skribo

ĉambron de sia edzo. n Ho! Johano!" 

ŝi krias „ sendu tuj telegramon por 

mi! Rapidu! " — „ Nu karulino, kio 

okazas ? " 一 n Nu, mi sekvas kuirejan 

kurson per korespondado, kaj Ia 

kuko/ kiun mi preparis, estas fluanta 

sur la tuta forno. Ni volas telegrafi 

kaj demandi ilin, kion mi devas fari/'

Respondo de knabino

Afabla sinjorino demandas Henriki- 
non, kiom da personoj estas en ŝia 

familio. n Kvar," respondis la infano, 

n patrino, patro, frati no kaj parenco 

malproksima."一 „ Tio estas nur tri. 

La malproksima parenco ne estas 

membro de la familio." — „ Ho, jes, 

li estas. Estas mia frato." — „ Via 

frato! Tiam li ne estas malproksima 

parenco! " — „ Jes, sinjorino, li estas : 

li estas en Ameriko.

「舗說〕situacioは!情況、形密・、從 

て、malfacilaを「難しい」と譯したので 

は意味が十分で,ない。「困難なĥ「難儀 

な」等がよからう〇 situacioのsinonimo 
（同意語）には色々ある。 .

cirkonstanco 境遇〇 stato 狀態〇 pozi

cio 地位〇 kondiĉo情狀ゝ條件〇

Sino Novedzin と、novedzino を名 

前にし上處など如何にもanekdoto風〇 

其れ？ kiuで受けてedziniĝisとある〇 

主語が女性だからedziniĝisであるが、 

男性ならばedzigis,何れも「結婚する」 

と譯される。然るに「彼導は結婚した」と 

云ふ場合にはIli geedziĝis.卽ちge

edzoj が「夫婦」であるからjを取りiĝ 
を附ければ「夫婦になる=結婚する」斯 

樣な點、實にエス語なればこそである。

kelkaは［數個の、數人の」の「!

'當る。哮と場合に依り「二三」ともなれ 

ば「四五」ともなる。F1本語でも講演等 

で「ほんの數分」と云って二三十分しゃ 

べる人があろが、洋の束西を問はす人間 

の心は皆同じと見える〇次のalkurasは 

此處では唯kurasでもよいのである 

忙、alが附くと「駆け込む」と云ふ風に 

一脖意味が强まる〇艾sia edzoはŝia 

edzoであってはならぬ事に留意する。

さてヽずーと見てゆくとtelegramo 

に出會ふc telegrafoと間違はぬ樣注意〇 

此等と同様にteleの付いた語がかなり 

あるがゝ其等は一團として記憶して置く 

とよい。卽ち\

\ telefono 龟話機 ! telegrafo 电信機 

I telefonio 電活術 I telegrafio 電信術

J telefotografo 電送寫眞機
i telefotografio 電送寫眞術

telegramo 电報 telemeto 視麵器

telepatio 千里眼 

teleskopo天體望遠鏡

此等の語からteleの童を歸納すると「遠 

力に傳はる」と云ふ樣な意味があるらし 

く思へるではないか。英語のteliに「告 

げ知らせる.識別する」等の意のある那 

も、此等が同一語源より山來してめる事 
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を物語る。

〔參考J fono背景。grafo伯爵。 

fotografi寫眞を撮る。gramoグラム。 

metro メートル 〇 ..

次に進んで

karulino=kar （親愛な）+ ul + iu + 〇 
は愛情込めた「お前」位の氣分。

kuireja kurso per korespondado= 
通信をおての臺所講習=料理通信敎授。 

kuko は Kabe の Vortaro にも"Bakaĵo 

el delikata pasto kun sukero ‘‘【砂糖 

入りのきめの細かな揑物で作って燒い仁 

もの」とある通り、本來bakaĵoでなけ 

ればならぬが、一般には口本の餅菓子な 

どもkukoと呼ばれてゐる〇

严pari準備する.込口釦整頓する

I preta準備完成せる

la tuta fornoは「全部の爐］ではなく 

て「爐仝體」。（皋考）la tuta jaro= 一年 

中。 ：'

telegrafiはtelegrafoなる元來名詞 

系の語（語根telegrafが口に名詞、〇は 

其れの本來の用法・卽ち名詞なる事の表 

ホ。）の名詞語尾を就詞語尾に變じて動詞 

化したものであるから「電信を打つ事」と 

云ふ動作の觀念を含んだ語を作らうとす 

れば、接尾辭adを用ひてtelegrafado 
とせねばならぬ。

次の間題に移る。afablaは「氣持ちの 

よい.愛想のよい」これのsinonimoに 

bonkoraがある〇「良い心」であるから、 

「素直な、氣持ちのよい」であるが亦幾分 

ironia （皮肉な）な「お人よし」と云ふ意 

，にも使はれる。

kiom da personoj=幾人の人=人は 

幾人〇 infanoは無性物として一種の物品 

扱ひをする〇從てinfaninoと云ふ事は 

無い。parencoは「親族」〇英語のparent 

「親」はエス語ではgepatrojに當る〇

Tio estas nur tri （其れ（ifi 三人で 

す）では少しも氣分が出ない〇li estas. 

Estas .••及 li estas:li estas ・・・ は仆J 

れもinfanoが躊躇して云ひ直す貌と見 

る〇 Amerikoは「米人陸iで必ずしも 

合衆或とは限らない。特に合衆國を云ふ 

時は Usono （United States of North 

America の略）〇 - （

semaj no 週 〇 krii 叫ぶ 〇 okazi 起る〇 

sekvi從ふ、（效ふ〇 familio家族〇 

membro メンバー、部分ゝ角蓟〇

どうしませう

っひ數週前に結婚したばかりの新妻夫 

人、夫の書艸に甑け込み人聲で、］まあ・ 

弱音さん、私の爲直ぐ電報打ってちゃう 

だい。大急ぎよ。」一「これ、お前一體 

どうしたと云ふんだい。」——「ねえヽ私 

お料理の通信講習受けてゐるの、それに 

支度してゐたバイが爐一ぽいに流れちゃ 

ったんですもの。電報でどうしたらいゝ 

か聞き合したいのよ。」

少女のお答へ

愛想のよい奧さんが邊里子にゝお家に 

は幾人人がゐるかと尋ねた。「四人よ。」 

と小供は答へ仁。「お父樣に、お何:樣に、 

お姉樣にヽそれから遠い锐籲の人。」—— 

「それでは三人きbじゃ ないの、遠い 

親類の人はお家の人ではないのよ。」一・ 

［あら、い えさうなの〇その人ねゝお兄 

様よ。」「お兄樣!じゃ一遠い規類ではあ 

りませんよ。」「さうよ、おばさん、その 

人居るの。その人アメリカによ。」
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假定法•命令

動 詞.(III)
—初等エス作文の練習——

法 ・

小此木貞.次郎

前號に引緬き假定法の練習をします。

〇)彼は氣狂かも知れない。

氣狂なfreneza,狂人frenezulo,假

定法は前號に述べ?二如く不確實なことに 

關しても用ゐる。そして上の文は微妙な

氣分の上の違ひがある。それを譚文で示

せばヽ

1・ しi povas esti freneza・

2. Li povus esti freneza・

(1)は直接法で「多分氣狂だらう」とい 

•ふ氣持が强い。(2)」よ「ことによると氣 

狂かも知れないぞ。jといった不確實の度 

が非活に强く出てゐる表現である。• 

I 6)今晚私の宅へ御出で下さいま 

!•せんでせうか〇

これが「私の家へ來殳せんか。」といっ 

た親密な間柄の會話なら

Ĉu vi ne volas veni mian domon

<viziti min)?

で濟むが、丁寧な云ひ廻しの時にはエス 

ペラントでは假定法・usを用ゐる。それ 

は相手の氣持を尊重してヽ「甚だ勝手な巾 

し分ですがゝ若しゃおいで下さいません 

でせうか。」とばかりの態度の口調であ 

る。それ故

Ĉu vi ne bonvole venus mian domon 

hodiaŭ vespere ?
更に丁寧【こ ・

Ĉu vi ne afable bonvolus viziti min 

hodiaŭ vespere ?

とも書ける。英語等でも目上の婦人など 

と話す時には假定法を用ゐて丁寧に 

Would you not mind.. • ?といっだ調 

子でやゝっこしくて、氣短な江戶つ子に 

は甚だ苦手である。

命令法は命令或は依賴を示す用法で語 

尾-Uで示される。命令ヽ依悄は最も普 

通に第二人稱に對して發せられるもの 

で、通例その人稱代名詞viは略される。 

勿論viは入れてもよい〇
■------ ---  —— ~—— 一  —— — - -ー _I T

1) 勤勉であれ。

2) 諸君、靜肅に。

3) i/母さんゝ明日動物圍につれ 

て行って頂戴。

1. Estu diligenta・

2. Estu silentaj (silente). 
Estu kviete (kvietaj).

お母さんは此の場合愛稱でpanjo,動

物園 zoologia ĝardeno,つれて行く iri

kun iu, kunpreni iun>
3. Panjo, kunprenu min morgaŭ 

al la zoologia ĝardeno.

4)そんなことを心配するな。

そんなことをのをは「そんなことに就

いて」でpri tia afero,又は直接目的格 

をと!)tian aferonとしてもよい〇心配 

せよ〇 (prizorgu;それを打消す時はne 
をその前に置けぱよい。

Ne prizorgu pri tia afero.
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之は混成時の命令法であってヽ「彳上上げて 

了ってわる」といふのはesti ellaborinta 

で、それの命令形はesti —intaとなる〇

Kiam mi denove revenos Tokion» 

estu ellaborinta la taskon.

百）私が行くことにしませう加。 

—うンゝ（君）行き給へ。

命令法は第一人稱、第三人稱に對して 

も用わられる。

Ĉu mi iru? — Jes, （vi） iru.

6） さあ、出發しよう。

さあ nu, do, ・出發する ekiri, ekmarŝi, 

話し手は第一人稱で、二人以上であるか 

らniで、それで命令形をとればよい。

Nu, ni ekiru.

，このni —uは英語のlet usに相當 

するもので、「イ可々しよう」と發議するの 

に用ゐられる。（例）何處へ行かうか。 

——公園へ行加う〇

Kien ni iros （iru） ? — Ni iru al la 

parko.

7） 彼も行かせませうか。——さ 

うだ、彼も行かせろ〇

笫三人稱の場介で、笫一人稱の時に同 

じ。 r .

Ĉu li ankaŭ iru ?—Jes, li ankaŭ iru. 

これはlasu lin iriと同じ〇

・命令ゝ依賴を示すのに動詞に-uを付 

けただけでは餘りむき出しであるから、 

丁寧に云ふ場合には次のやうな色々な形 

が使用される。「何卒おいで下さい」。

1）Venu, mi petas・ 2） Volu veni.

3） Bonvolu veni. 4） Bonvole venu.

5） Havu la bonecon veni. ktp.

8） 私が再び束京へ戾って來る時 

にはその仕事を仕上げて了ってゐる 

やうに。

戾って く る reveni, {|:事laboro, afero 

tasko （課煞）,仕上げる fini, ellabori,

練習問題

1） 太陽が無ければ、地球の生物は悉 

く死んでしまふだらう。

2） 若しコロンブスがアメリカを發见 

しなかつ仁としても、誰か他の者が發見 

したであらう〇

3） 若しもう三分早く家を出てゐれ 

ば、急行に間に合ったのに。

4） 若し僕が君だったらヽそんなこと 

はしないよ〇

5） 早速始めようじゃあないか。

6） 常に直接エスペラントで考へよ。

7) さあ、その鍵が何處にある力》なへ〇

〔語黨3生物vi vajo,谡見するeltrovi, 

もう三分早 く tri minutojn pli frue,家 

を出る〇 forlasi la domon, ekiri de La 

(mia) domo,急行 ekspreso,鍵 ŝlosilo.

〔譯文一例3

1) Se la suno ne ekzistus, ĉiuj 

vivaĵoj sur la tero mortus.
2) Eĉ se Columbus ne eltrovus 

Amerikon, iu alia eltrovus gm.
3) Se mi estus forlasinta la 

domon tri minutojn pli frue, mi 

povus kapti la ekspreson・

4) Se mi estus vi, mi ne farus

tian aferon・ •:
5) Tuj ni komeneu・
6) Ĉiam rekte pensu en Esperanto.

7) • Nu, diru al mi, kie estas la 

ŝlosi! 〇.
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J 芒 u；
（II）

小坂狷二

前號〔注意3（1）っゝき:一

例へばpanjoは理論的にはpan-jo

「ばーンよ』〇但しンはヌと云ふ氣持で必 

す舌先を口蓋につける,從ってこゝでー 

寸區切らぬとjoを發音しにくい〇依て 

・實地ではpa-njo『ぱーも』と發音され, 

;聞こえる。それは自然の傾向で一向差支• 

へなく,且つ發音もなだらかで（無理が 

ないから）優美である。paĉjo :理論的 

・pac-jo『ばーチよ』（チで區切る），實際

paĉjo （jが入る仁め『ばーちレ』の如く
--- *

•響く;比較:pacoは純粹に『は一も,Do 

：sinjoro :理論的にはsin・jo・!・〇『すイヌよ

 ろ』，實地si-njo-ro『すイにオーろ』。**——

intervjuo 理論的:in-terv-ju-o『いヌて

"ゆーお』,實地in-ter-vju・〇『い艮てルヴユ 

•…お』（此の語などは理論的にinterv-juo 
と發音出來る人は少なからう,卽ち此の

:如き語はEsp.として不適當。）

〔注意:！（2）時に理論通りでも養普が 

•困難でなく，又は區別上區切ることが必

要なものがある。さう云ふのは勿論理論 

通?）に發音せよ:interjekcio『い7てル 

いエクつイーお）（in-ter-jek-ci-o）, sinjungi 

『すイヌゆpぎ』（sin-jun:giX反之他國語—✓

の拗音を模寫した場合にはむしろ理論通 

りに發音せぬ方がrekomendindaであ 

る:Serebrjanij. fせれプりヤーに4』（nij 
のijの發音は前號琴照）,Pjotr『びコー

5ト』Bjuvid『びユーヴィ：J。——
〔注意;）（3） Zamenhof は J も U も 

子音であるとして居られるが是は賢明な 

說明である。英佛獨語ではi, u等の母 

音（母音文字）が他の母音につヾけば一綴 

となり，乂英語では一村:音が途中から變 

質發音され（長母音〇が〇えaがej 

の如く,・乂人によってはeをijの如く ）, 

此辱を二更母音などと稱する。然しEsp. 

としてはj, ŭを孑音とすればすべてが, 

解決し，所謂二重母音,半母音などの名 

稱を殘す必要は無くなる。

〔注意〕（4）英語ではw ii u#に發 

音されるのでvと區別し得るが他の多 

くの國語ではwとvとは區別が出來 

ぬ。是Esp.でvのみを採り，wを採 

用しなかった理由であらう。〇は上下の 

唇を丸くすぼめ接近させて出す讦（英語 

では是がw）であるが,w，は起原的に 

上の齒を下唇につけて出す『ウ』又は『ヴ』 

音であらう〇現にロシャ語でEは上齒 

を下唇につけて發音されるが時に『ウ』七 

聞こえ,哇に『ヴ』とひじく。獨逸語の 

ヽVは同様の『ウ』音である。依てV .は 

Esp.としては事實上人によって上齒下 

唇間の『ヴ』とも『ウ』とも發音されて 

ゐるわけであるが，發音を明瞭にするた 

めには英語式のv,卽ちfの濁音とする 

のがよいと思ふ。

尙ほFは上齒と下唇を接近さしたの 

みで振動を與へても發音し得るが,日本 

人としては上齒を下唇につける式（下唇 

を强く嚙む程でなく，輕くのせる程度） 

〇 fとして練習するのがよい。vも同様 

にすればŭとの區別がよくつく。 ・
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諺 の

Pli bona amiko intima, ol 
parenco malproksima. 
遠い親類より近い他人(友人)。

Pli bona estas amiko・・・の略〇類例:

Pii bona apude najbaro, ol frato 

post arbar〇.

森向ふ(裏)に住んでる兄弟より近くに 

居る(apud e)隣人の方がよい〇

Ne estas piediranto kolego al 
rajdant〇・ 

牛は牛連れ馬は馬づれ。

徒步者(pied'ir'anto)は騎馬の人 

の伴侶(kolego)でない,卽ち身分がち 

がってはたよりにならぬ意〇 Amiko (自 

分のためになり味方になってくれる)友, 

友人,味方;kolego屁職の人，同役; 

kamarado (普通起居行動を共にする)何】 

間,學友,相枠(=kun*ulo).

Por pot* argila poto fera estas naj・ 

baro danĝera.

土褻にとっては鐵護は危險な隣人。

(是れはイソップ物語にある川を流れ 

てゆく二つの匏の話から來た諺)。*

Riĉeco estas frato de fierec〇・ 

富貴は慢氣の基

富貴(rigeco)は驕幔(fiereco)の兄 

弟分,富めば驕るのが常の意。類例:

Riĉulo havas kornojn, malriĉulo 

domojn.

富者には角が生え(て意地惡く)貧者は 

荆を負ふ(て困しむ)。

Riĉulo veturas, malriĉulo kuras・

富者は駕乘し,貧者は走る。

硏 究
小坂狷二

Ŝiru rozojn en somero, ĉar en 
vintro ili ne estos.
バラは夏摘め,冬になれば無くなる。

若い時は二度ない働ける內に働け,物 

は機會を失せずに手に入れねば駄口の 

意。類洌:

Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu 

poste deziras, sed jam ne retrovos.

・とれる時に手に入れて置かぬ人はあと 

になってほしがっても(deziras, sed)も 

う再び見付けられぬ(ne reprovos).

Tro elektema ricevas nenion.

餘りより好みする者(elektema)は何 

も自分のものにならぬ(ricevas nenion).

Al mono kaj forto humiliĝas 
sort〇.

金と力の世の中〇

金と力とに運命も屈從する。Humila 

腰の低い,頭の低い，謙遜な，・へり降れ 

る，身分の低い;humiliĝi頭を捕へられ 

てへこたれる,屈從する，肩身を狹める。 

類例:

Ju pli da havo, des pli da prav〇.

金(資產havo)が多けば多い程，益 

益御尤も様と云ふことになる。

Ju pli..., des pli一 ••••であればあ 

る程益々一・,••••すればする程愈々

Prava (その云ふ所,なした事が疋當 

で)尤もな;pravo (=praveco)御尤も 

な事,正當,道理。

Vi estas prava.御尤もです〇

Li prave koleras kontraŭ li. 奴に 

對して立腹してゐるのは無理もない。



本書を學會が出版 

するのは何故か?

我々エスペランチストのな 

すべき大きな仕事の一つは 

『書語舉に立脚した國際語理 

論の確立』だ。しかもこれは 

仲々の大事業だ。何故か?

〇在來の莒語學は餘りに 

國際語問題を輕視してゐ 

る。近年發表された評判の 
ヤフェティド言語理論さへ 

國際語間題に認識不足だ。

2）在來の言詔學は餘りに 

も末梢的な方書學音聲學と 

いった方面の硏究が主でー 

般的書語理論は殆んど顧み 

られない現狀である。 

故に『國際語理諭の確立』に 

はまづ舊套を脫した新しい書 

曙學をうちたてねばだめだ。 

この新しい書語理論こそ我々 

の手によって始めて兜成され 

ねばならぬのだ。何故か?

1）今日の誇語學者は末梢 

的硏究に逐はれ大問題にし 

て而も一般に歡迎されそう 

もない書語理論の硏究は敬 

遠主義をとってゐること。

2? エスペラントの將來の 

發展には「新しい莒・語學に 

立脚した國際語理論の礁 

立」が最も:®要な問題だ。 
勿論それは一朝一タにでき 

ぬ。併し我々は常にそれが 

確立にむかって努力を拂は 

ねばならぬ,その理由は?

エス語は過去數十年間確 

乎たる理論なくしてその日 

をすごしてきた。それは自 

然語の忠實な模倣に終始し 

たにすぎぬ。それは過去に 

於て最も賢.明な方法であっ 

た。併しエス語は將來もな 

ほこQ模做をつじけるのみ 

でよからうかc斷じて不可 

だ。エス語は今後は未來の

東京市本鄕區財團 
元町ー ノニ四法人

E•スピリドヴィッチ原作（露語） 

高木弘•井上英一共譯
國際語論集……2

言語學と 國
「新しい盲語理論の上にうちたてられた 際語

理論の確立!!リーーこれが本書の口ざす目標だ。 

舊い殼を脫しきれないで末梢的硏究に終始するありき 
たりの言語學は木葉微塵にやっつけられてゐる。

國際語問題に認識不足の在來の言語舉硏究は完膚なき 

まてに二きおろされてゐる。

我々は本書の云ふ所を鵜呑にしようといふのではない。 

併し我々は本書によって敎へられる所が多い。

『新しい言語理論に立唧した國際語理論の確立!叮 一 

それは心あるEsp-istojの常に考へてゐる所だ。
併じ『國際語理論の確立』を目指して世におくられた著 

作はこれが初めてだ。

『新しい言語學の完成］と;國際語理論の確立』の仕事は 

一朝一タには完成せぬ一大難事業だ。

がそれは我々同志の手によってのみ完成されるのだ。 

本書はこの大嚴堂建設の第一石を投じたものだ。

英意味に於てエスペランチストは一人殘らず本 

書和一讀せなければならぬ。

人類の理論の言語として自 
然語のもつあらゆる不合理 
を淸算して新しい言語理論 

の上にうちたてられなけれ 
ばならぬ。

『新しい言語理論の上に立つ 
國際話理諭の確立』ーーそれ 
は心あるエスベランチストの 
誰もが'常に考へてゐることで 
あるCたじイ上事が餘りに大き 
いため未だ曲に問ふほどの域 
に逹せないのは遺憾である3
今囘出版の本書はその方面 

における一つの貴重な文献で 
ある。勿論本書はこの新しい 
書語學の確立をマルクス主義 

理論に立脚せしめようとして 
ゐるも0である。我々はこの 
點に於て本書の主振に全幅の 
賛を:を表しえない。我々は新 
しい言語理諭はマルクス主義 
言語學の建設にちるとは考へ 
ない。併しマルクス主義理論 
による書諾孕の確立は在來の 
话・語學革新の一つの注口すべ

日本エスペラント學會飜燿輕肆

際語 四六版假綴百八十頁 
定價70錢送料6錢

き行き方であることは認め得 
る〇且久我々は本書の廻調す 
る『ありきたリの行きつまっ 
た書語學の打倒!）には賛意を 
表したい。勿論木書にはとる 
べき所とすっべき所が多い。 
かたよりすぎるとも思ふ。
併し我々は『新しい雷語理 

論の兜成と國矗話理魏の旌 
ŬJJを目ざしてその第-步を 
力强《ふみだした本善の功績 
を無視することはできぬ。且 
乂在來の言語學のひを見てゐ 
る我々にとって本書は新しい 
方面への多大の暗示を與へる 
ことを否定する爭はできぬ。
この意味で本畫が『新しい音 
語理論に立脚した國際諮理論 
の確立』への第一步を印した 
ことを記念し併せてこの方面 
への我邦エスペラント界の删 
心を期待し且本霍がその也Sレ 

igiloとしての重要な役割をっ 
とめみであらうことを信じて 

本書を世に問ふ次第である。
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講習 會の 敎材 には 何を擇 ぶか

初等科には

小坂猾二著エスベラント講習用書30錢送料2錢 

20囘乃至30囘の.どちらかと云へば外國語の素養ある人人を集め 

ての講習會に好適。みっちりやれば十分實力がつきます。

井上萬壽藏著エスベラント讀本30錢送料2錢 

多數の揷畫を入れ・小學ヒ級乃至中等學校初年生程度の年少者にも 

解るやさしい讀本.靑年會の講習などにはぜひこれを!

學兪編輯部徧エスペラント短期講習書20錢送料2綫 

短期間に文法一般に通じさせるやうになってゐて】適間乃至】〇日 

間の連續講習には最も効果的です。

中等科には

需蒙は事エスペラント中等讀本30錢送料2錢 

笑話その他多數の畝物を蒐め.興味のうちにエス語に習熟させるや 

うになってゐますC「エス牘本」と連絡最も妙。

小坂狷二編イ ソップ物語25餞送料2餞 
最も信頼すべきエス譯に線切にして谢快な脚註が加へてあるから. 

副讀本ヽ论講會の硏究用書としてもよろしい。

城戶崎益卿 ザメンホフ讀本春三卷魏當脣料緡 

「驟習用書」を終った人に本菁のI卷（飜譯抄:）又は!!卷（原作 

抄）を用ゐるのが定石です。高轸程度の硏究會には合卷を。

下村芳司著エスペラント童話讀本20錢送料2錢 
最新刊です。次の頁の廣吿を參照して下さい。

會話を主ビするには

Privat： Kursa Lernolibro 80錢送料2錢

會話を主として話せるエスペランチ貝トを作るにはこれが第一。

東京市本鄕區財團 
元町ーノニ四法人 日本エスペラント學會 電話小石川5415番

振替東京11325番



最新刊・下村芳司譯・カロッチャイ校閱・エスベラント童話讀本

LEGOLIBRO
DE

ESPERANTAJ 
FABELOJ
Tradukis :

Joŝiŝi Simomura
Reviziis:

D-ro Kolomano
Kalocsay

四六判四十四頁•定價二十錢・送料二錢

別に本書の講義篇
對赛詳註附

エスペラント童話集
定债夫十讎。途科四錢

—十月十□頃出來一'

東京市本鄕區元町一ノニ四

財團法人日本エスベラント學會

電話小石川(85) 5415番
振替口座東京11325番
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講義篇「エスペラント童話集」は非常に詳細な脚註を施した對譯書である 

から初等乃至中等講習修了程度の人々のため最もよき獨習用讀物である



新着洋書 いづれも入荷數は少數づつです........

GOETHE:
Romaj Elegioj

裝谯瀨酒•揷畫多數・全卷高雅なる二度刷 

定價一團六+錢・送料二錢

ゲーテ百年祭記念出版

詩聖の人間的一面を見せる 

覷艶無比な愛欲抒事詩ニ篇

譯は現エス詩界に君臨する

Koloniano Kalocsay の靈筆

Em. Taroslavskij: RESPONDOJ al Ekstersovetiaj Ateistoj. 20 錢・送料 2 錢 

第4囘CK UMA代表者會議に於ける質問に對する答辯の速記錄。

Junga : Karbhakisto Davidov,一Globus : La Tria Fando. ・・30 錢・送料 2 錢
Ŝturmulojを取扱つ仁短篇の飜譯二つ。寫眞版入り。

〇. Demenskij: NIGRA PANO .................................................. 35 錢•送料 2 錢
ドイツ境坑夫を材料にしたラヂオ劇。

M・ Ŝejnman : Nuntempaj Socialdemokratio Religio kaj Ateismo.
無神論が今日の秋會民主主義とは結び付き得ないことを說く ........ 5錢•送料2錢

元町一 ノニ四法人 日本エスペラント學會
振簪東京11323番
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會話科講習生追加募集

指導者 Karl Maier氏
毎週月曜午後7時一9時（12月5日まで績行）

會費10月26日から 全期2圆50錢（學會會員1圓80錢）

11月7日から同 2圓 （學會會貝1圓50錢）

込| （ 申込 會場で !

! 會場 財團法人且本エスペラント學巒階上 !
j （币逐本鄕元町下車お茶のが文化アパート橫入る） |

张曲UH删恂川川刚㈣1脚1曲【曲川脚nilllMIIMU:吋』脚工曲冊:I曲川1MH牌、:'北伽Tlhlil曲曲II仙川制!111111仙111111卅冊1，111圖1删皿仙0删11恤皿加皿皿IIUIIOIIIilMN川信
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スベラント捷 
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語勦豐富.譯語正隔……上0.80並0.63各2 
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小坂氏吹込兩而......... 1・20 40（內地外80）
獨唱.兩面.............. 1.50 40 （內地外80）
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La Revuo Orienta---- enata Or^nno de Japana Esperanto- In sti tuto •
Hongoo-Motomaĉi I，TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

事 業

我國に於けるエスベラント普及・硏究•實用の中心機關

毀日本エスペラント學會
東京市本鄕區元町一の二四

——【電話小石川（85） 5 41 5番一一«薈口座束京!1325 »]—

目 的エスペラントの普及•研究・實用、

（8）エスベラントに關する各補の硏究調杳及其發表

（b）雜誌及圖書の刊行等
\ （c）講演何.講習會の開催及後援

l（d）其他本會の目的も逹成すみに必要さ認むち事業
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尙ほ本會に關すゐ詳細及び本會發刊書並に內外エス 

ペラント圖書目錄は郵券二錢封入御申込み下さい 

驚くべき廉價むる初等學習及宣傳用雜誌

初等エスベラント
本誌しa Revuo Orientaの初等向の頁な拔き・卷頭言等な附ヒア:もの 

每月五日發行 表紙共每號十六頁

誤らざる學習の指針一懇切むろ瑞學の伴侶

|購誼料| 一年分僅かに六十錢半年分三十錢 

本誌の弟分たち「初等エスペラント」を愛護して.宣傳しませう 

（見本は郵券万錢封入御申込み下さい：

本誌購誌料（郵稅別）

一部 B 020
..... 7

圖書目錄及本會 

の詳細に關して 

（I二錢幼手封入 

申込ま（1仁し。

半年分 囲1.20

一年力 如 2.40

本會版苦,1般會計用東京H325番

口座番SQ基衣金專用東京32089
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